
新型コロナワクチン接種 臨時号

💉💉 国が定める４回目接種の対象となる基礎疾患等
１８歳から５９歳で、以下の基礎疾患等に該当する場合は、新型コロナワクチン

４回目接種の対象となります。（ただし、４回目接種「努力義務」の対象ではありません。）

（１）以下の病気や状態の方で、通院・入院している方

※ご自身が該当するか不安な場合は、通通院院・・入入院院ししてていいるる病病院院のの

主主治治医医にに４４回回目目接接種種のの対対象象者者かかごご確確認認くくだだささいい

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（肝硬変等）

５．インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又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

．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（呼吸障害等）

．染色体異常

．重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）

．睡眠時無呼吸症候群

．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、又は自立支援医療（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）

※精神障害者保健福祉手帳や療育手帳（知的障害）を所持する方については、

通院・入院していない場合も４回目接種の対象者に該当します。

（２）基準（ＢＭＩ３０以上）を満たす肥満の方

※ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

広報そでがうら 

回目接種

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６月２４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。 

広報そでがうら臨時号 ７４

▼▼最最新新情情報報のの取取得得方方法法
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、市公式 、

広報そでがうら臨時号で随時お知らせします。

・ 回目接種の

詳細について

小児接種の

詳細について

回目接種の

詳細について

１～３回目接種（小児接種を含む）の

予約受付も引き続き行っています。

詳細は、市ホームページをご確認ください。

▼▼１１～～３３回回目目接接種種ににつついいてて

広広報報そそででががううらら

新新型型ココロロナナワワククチチンン接接種種 臨臨時時号号

新型コロナウイルスワクチン４回目接種について

💉💉 ４回目接種の対象者（令和 年６月２４日時点）

３３回回目目ののワワククチチンン接接種種後後、、５５かか月月以以上上経経過過ししたた下下記記のの方方

（ ）６０歳以上の方

（ ）１８歳から５９歳で、国が定める基礎疾患等に該当する方、

その他重症化リスクが高いと医師が認める方

※年齢は接種日時点のものです。

※（２）の国が定める基礎疾患等の詳細は４頁をご確認ください。

💉💉 予約受付第３弾の対象者と予約開始日

【【対対 象象 者者】】３３回回目目ワワククチチンン接接種種をを

令令和和４４年年２２月月２２００日日ままででにに終終了了ししたた方方

【【予予 約約 開開 始始 日日】】令令和和４４年年７７月月 ６６日日（（水水））午午前前１１００時時かからら

【【予予約約受受付付接接種種日日】】令令和和４４年年７７月月２２６６日日（（火火））ままででのの接接種種日日

【【接接種種券券発発送送日日】】令令和和４４年年６６月月２２４４日日（（金金））

※予約受付第４弾以降のスケジュールについては、 頁をご確認ください。

３回目ワクチン接種を終了した１８歳以上のすべての方へ接種券を発送

します。接種券は、３回目接種終了後、４４かか月月経経過過後後、、順順次次発発送送予予定定です。

しかし、現時点において、１１８８歳歳かからら５５９９歳歳でで、、国国がが定定めめるる基基礎礎疾疾患患等等にに

該該当当ししなないい方方は、４４回回目目ワワククチチンン接接種種のの対対象象外外です。接種券は届きますが、

４４回回目目接接種種をを受受けけるるここととははででききまませせんんので、ご注意ください。

令和４年７月４日発行

編集・発行／袖ケ浦市 健康推進課

新型コロナウイルス

対策支援室

： 

広報そでがうら臨時号 ７４

：

【【注注意意】】
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４回目接種の対象となります。（ただし、４回目接種「努力義務」の対象ではありません。）

（１）以下の病気や状態の方で、通院・入院している方

※ご自身が該当するか不安な場合は、通通院院・・入入院院ししてていいるる病病院院のの

主主治治医医にに４４回回目目接接種種のの対対象象者者かかごご確確認認くくだだささいい

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（肝硬変等）

５．インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又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

．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（呼吸障害等）

．染色体異常

．重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）

．睡眠時無呼吸症候群

．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、又は自立支援医療（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）

※精神障害者保健福祉手帳や療育手帳（知的障害）を所持する方については、

通院・入院していない場合も４回目接種の対象者に該当します。

（２）基準（ＢＭＩ３０以上）を満たす肥満の方

※ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

広報そでがうら 

回目接種

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６月２４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。 

広報そでがうら臨時号 ７４

▼▼最最新新情情報報のの取取得得方方法法
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、市公式 、

広報そでがうら臨時号で随時お知らせします。

・ 回目接種の

詳細について

小児接種の

詳細について

回目接種の

詳細について

１～３回目接種（小児接種を含む）の

予約受付も引き続き行っています。

詳細は、市ホームページをご確認ください。

▼▼１１～～３３回回目目接接種種ににつついいてて

広広報報そそででががううらら

新新型型ココロロナナワワククチチンン接接種種 臨臨時時号号

新型コロナウイルスワクチン４回目接種について

💉💉 ４回目接種の対象者（令和 年６月２４日時点）

３３回回目目ののワワククチチンン接接種種後後、、５５かか月月以以上上経経過過ししたた下下記記のの方方

（ ）６０歳以上の方

（ ）１８歳から５９歳で、国が定める基礎疾患等に該当する方、

その他重症化リスクが高いと医師が認める方

※年齢は接種日時点のものです。

※（２）の国が定める基礎疾患等の詳細は４頁をご確認ください。

💉💉 予約受付第３弾の対象者と予約開始日

【【対対 象象 者者】】３３回回目目ワワククチチンン接接種種をを

令令和和４４年年２２月月２２００日日ままででにに終終了了ししたた方方

【【予予 約約 開開 始始 日日】】令令和和４４年年７７月月 ６６日日（（水水））午午前前１１００時時かからら

【【予予約約受受付付接接種種日日】】令令和和４４年年７７月月２２６６日日（（火火））ままででのの接接種種日日

【【接接種種券券発発送送日日】】令令和和４４年年６６月月２２４４日日（（金金））

※予約受付第４弾以降のスケジュールについては、 頁をご確認ください。

３回目ワクチン接種を終了した１８歳以上のすべての方へ接種券を発送

します。接種券は、３回目接種終了後、４４かか月月経経過過後後、、順順次次発発送送予予定定です。

しかし、現時点において、１１８８歳歳かからら５５９９歳歳でで、、国国がが定定めめるる基基礎礎疾疾患患等等にに

該該当当ししなないい方方は、４４回回目目ワワククチチンン接接種種のの対対象象外外です。接種券は届きますが、

４４回回目目接接種種をを受受けけるるここととははででききまませせんんので、ご注意ください。
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新型コロナワクチン接種 臨時号

💉💉 ４回目接種のスケジュール

予予約約（（接接種種予予約約専専用用ホホーームムペペーージジ））

 

電電話話予予約約（（接接種種予予約約専専用用ココーールルセセンンタターー））

☎

（平日 ： ～ ： ）

💉💉 予約を受け付ける日

【集団接種】武田／モデルナ社ワクチン使用

広報そでがうら臨時号 ７ ４

 

日日 時時 平日 ： ～ ： （予約開始日は ： 開始）

場場 所所 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

持持ちち物物 接種券

※予約の優先窓口ではなく、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。 

広報そでがうら 

予約ページ 

市市職職員員ががワワククチチンン接接種種のの予予約約をを代代行行ししまますす

予予約約及び電電話話予予約約  

広報そでがうら臨時号 ７ ４

※※予予約約受受付付第第９９弾弾以以降降ののススケケジジュューールルはは、、広広報報そそででががううらら８８月月１１日日号号ををごご確確認認くくだだささいい。。

※予約できる接種日の予約枠数が定員に達した場合は、予約できる接種日を拡大するなどして、接種を

希望するすべての方が予約できるように調整を行う予定です。

※予約準備のため、毎週火曜日午前１０時から水曜日午前１０時の間、予約受付は一時停止します。

※４回目接種用の接種券は、３回目接種から４４かか月月経経過過後後、順次発送予定です。

※３回目接種を他市区町村の住民として接種した後に本市に転入された方は、接種券の発行に申請が

必要です。申請方法は新型コロナウイルス対策支援室（☎ ）にお問い合わせください。

※予約開始初日は、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。

※袖袖ケケ浦浦ささつつきき台台病病院院ででのの直直接接のの予予約約ははででききまませせんん。。

※予約状況に応じて、順次、接種時間や予約枠を変更する場合があります。ご了承ください。

【個別接種】ファイザー社ワクチン使用

・各各医医療療機機関関ででのの直直接接のの予予約約ははででききまませせんん。直接の問い合わせ等は

通常診療の妨げとなるため、絶対にやめてください。

・市内では、下記の協力医療機関で実施します。

※接接種種日日やや接接種種時時間間はは各各医医療療機機関関にによよっってて異異ななりりまますす。詳細は接種予約専用コールセンター

（電話： ）、または接種予約専用ホームページでご確認ください。

回目接種

最新情報

予約受付
予約開始日時
（令和４年）

第4弾 令令和和４４年年２２月月２２７７日日 以前の方
７月　１３日
10：00～

７月 ２７日 ～ ８月 ２日

第5弾 令令和和４４年年３３月月　　３３日日 以前の方
７月　２０日
10：00～

８月 ３日 ～ ８月 ９日

第6弾 令令和和４４年年３３月月１１００日日 以前の方
７月　２７日
10：00～

８月 １０日 ～ ８月 １６日

第7弾 令令和和４４年年３３月月１１７７日日 以前の方
８月　　３日
10：00～

８月 １７日 ～ ８月 ２３日

第8弾 令令和和４４年年３３月月２２４４日日 以前の方
８月　１０日
10：00～

８月 ２４日 ～ ８月 ３０日

予約の対象者
【４回目接種対象者で、

３回目接種日が以下の方】

新たに予約できる接種日
（令和４年）

　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 　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
　（１９歳以上の方）

💉💉 予約方法  

予予約約受受付付 接接種種会会場場 受受付付枠枠のの目目安安 接接種種時時間間のの目目安安

市民会館

平川公民館

7月 28日（木） 平川公民館
  9：45～11：30
13：45～15：30

7月 30日（土） 市民会館 13：45～15：30

7月 31日（日） 袖ケ浦さつき台病院      8：30～10：30

市民会館

平川公民館

8月 11日（木） 平川公民館
     9：45～11：30
   13：45～15：30

市民会館

平川公民館

8月 14日（日） 市民会館
     9：45～11：30
   13：45～15：30

市民会館

平川公民館

8月 20日（土） 平川公民館 13：45～15：30

8月 21日（日） 袖ケ浦さつき台病院      8：30～10：30

8月 25日（木） 市民会館
     9：45～11：30
   13：45～15：30

8月 27日（土） 平川公民館 13：45～15：30

第8弾

(8月10日～)

8月 13日（土） 13：45～15：30
第6弾

(７月27日～)

8月 18日（木）
     9：45～11：30
   13：45～15：30第7弾

(8月3日～)

13：45～15：308月 4日（木）

第４弾

(7月13日～)

第５弾
(7月20日～)

接接種種日日

第３弾
(7月６日～)

7月 21日（木）
  9：45～11：30
13：45～15：30



新型コロナワクチン接種 臨時号

💉💉 ４回目接種のスケジュール

予予約約（（接接種種予予約約専専用用ホホーームムペペーージジ））
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☎
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広報そでがうら臨時号 ７ ４

 

日日 時時 平日 ： ～ ： （予約開始日は ： 開始）

場場 所所 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

持持ちち物物 接種券

※予約の優先窓口ではなく、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。 

広報そでがうら 

予約ページ 

市市職職員員ががワワククチチンン接接種種のの予予約約をを代代行行ししまますす

予予約約及び電電話話予予約約  

広報そでがうら臨時号 ７ ４

※※予予約約受受付付第第９９弾弾以以降降ののススケケジジュューールルはは、、広広報報そそででががううらら８８月月１１日日号号ををごご確確認認くくだだささいい。。

※予約できる接種日の予約枠数が定員に達した場合は、予約できる接種日を拡大するなどして、接種を

希望するすべての方が予約できるように調整を行う予定です。

※予約準備のため、毎週火曜日午前１０時から水曜日午前１０時の間、予約受付は一時停止します。

※４回目接種用の接種券は、３回目接種から４４かか月月経経過過後後、順次発送予定です。

※３回目接種を他市区町村の住民として接種した後に本市に転入された方は、接種券の発行に申請が

必要です。申請方法は新型コロナウイルス対策支援室（☎ ）にお問い合わせください。

※予約開始初日は、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。

※袖袖ケケ浦浦ささつつきき台台病病院院ででのの直直接接のの予予約約ははででききまませせんん。。

※予約状況に応じて、順次、接種時間や予約枠を変更する場合があります。ご了承ください。

【個別接種】ファイザー社ワクチン使用

・各各医医療療機機関関ででのの直直接接のの予予約約ははででききまませせんん。直接の問い合わせ等は

通常診療の妨げとなるため、絶対にやめてください。

・市内では、下記の協力医療機関で実施します。

※接接種種日日やや接接種種時時間間はは各各医医療療機機関関にによよっってて異異ななりりまますす。詳細は接種予約専用コールセンター

（電話： ）、または接種予約専用ホームページでご確認ください。

回目接種

最新情報

予約受付
予約開始日時
（令和４年）

第4弾 令令和和４４年年２２月月２２７７日日 以前の方
７月　１３日
10：00～

７月 ２７日 ～ ８月 ２日

第5弾 令令和和４４年年３３月月　　３３日日 以前の方
７月　２０日
10：00～

８月 ３日 ～ ８月 ９日

第6弾 令令和和４４年年３３月月１１００日日 以前の方
７月　２７日
10：00～

８月 １０日 ～ ８月 １６日

第7弾 令令和和４４年年３３月月１１７７日日 以前の方
８月　　３日
10：00～

８月 １７日 ～ ８月 ２３日

第8弾 令令和和４４年年３３月月２２４４日日 以前の方
８月　１０日
10：00～

８月 ２４日 ～ ８月 ３０日

予約の対象者
【４回目接種対象者で、

３回目接種日が以下の方】

新たに予約できる接種日
（令和４年）

　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 　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
　（１９歳以上の方）

💉💉 予約方法  

予予約約受受付付 接接種種会会場場 受受付付枠枠のの目目安安 接接種種時時間間のの目目安安

市民会館

平川公民館

7月 28日（木） 平川公民館
  9：45～11：30
13：45～15：30

7月 30日（土） 市民会館 13：45～15：30

7月 31日（日） 袖ケ浦さつき台病院      8：30～10：30

市民会館

平川公民館

8月 11日（木） 平川公民館
     9：45～11：30
   13：45～15：30

市民会館

平川公民館

8月 14日（日） 市民会館
     9：45～11：30
   13：45～15：30

市民会館

平川公民館

8月 20日（土） 平川公民館 13：45～15：30

8月 21日（日） 袖ケ浦さつき台病院      8：30～10：30

8月 25日（木） 市民会館
     9：45～11：30
   13：45～15：30

8月 27日（土） 平川公民館 13：45～15：30

第8弾

(8月10日～)

8月 13日（土） 13：45～15：30
第6弾

(７月27日～)

8月 18日（木）
     9：45～11：30
   13：45～15：30第7弾

(8月3日～)

13：45～15：308月 4日（木）

第４弾

(7月13日～)

第５弾
(7月20日～)

接接種種日日

第３弾
(7月６日～)

7月 21日（木）
  9：45～11：30
13：45～15：30


