
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

オミクロン株対応ワクチン接種について

💉💉 オミクロン株対応ワクチン接種の対象者

１１・・２２回回目目ワワククチチンン接接種種を終了し、最後のワクチン接種日から

３３かか月月以以上上が経過した１１２２歳歳以以上上の方（年齢は接種日時点）

※接種間隔が「５か月」から「３３かか月月」に変更されました。

💉💉 予約受付第６弾の対象者と予約開始日

【【対対 象象 者者】】

１１・・２２回回目目接接種種がが終終了了ししてておおりり、、３３～～５５回回目目接接種種をを希希望望すするる

最最後後のの接接種種日日がが令令和和４４年年７７月月２２３３日日以以前前のの１１２２歳歳以以上上のの方方

【【予予 約約 開開 始始 日日】】１１１１月月２２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】】１１１１月月１１６６日日（（水水））かからら１１１１月月２２２２日日（（火火））ままでで

【【使使用用ワワククチチンン】】フファァイイザザーー社社製製オオミミククロロンン株株対対応応ワワククチチンン（（ ））

※予約受付第２弾以降のスケジュールについては、 頁をご確認ください。
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広報そでがうら臨時号

：

【大事なお知らせ】

〇オミクロン株対応ワクチンの接種には、専用の接種券が必要‼

→新たに接接種種券券（（封封筒筒色色：：ピピンンクク色色））を発送

〇専用の接種券の発送時期

→対象となる予予約約開開始始日日のの１１週週間間前前を目安に発送

〇手元にある未使用の接種券（封筒色：青色や緑色のもの）

→使使用用不不可可（廃廃棄棄ををおお願願いいししまますす）

新型コロナワクチン接種 臨時号

💉💉 他の予防接種について

〇イインンフフルルエエンンザザのの予予防防接接種種は、新型コロナワクチン接種と同同日日に受けることができます。

〇イインンフフルルエエンンザザ以以外外の予防接種を受ける場合は、新型コロナワクチン接種日から

接接種種間間隔隔をを１１３３日日以以上上開ける必要があります。

（接種間隔例）オミクロン株対応ワクチンを１１月１６日に接種する場合

●インフルエンザ予防接種

オミクロン株対応ワクチン接種日にかかわらず、接種が可能です。

●インフルエンザ以外の予防接種

１１月３日から１１月２９日まで間は、接種することができません。

💉💉 新型コロナウイルス感染症感染後のワクチン接種について

〇新型コロナウイルス感染症感染者については、体調が回復済み、かつ療養期間が終了しており、

接種者本人が接種を希望する場合は、治治療療内内容容やや感感染染かかららのの期期間間ににかかかかわわららずず、、接接種種ををすするる

ここととがが可可能能です。

〇接種が可能か不安な場合は、新型コロナウイルス感染症の診断を

受けた医療機関や、かかりつけ医にご相談ください。

広報そでがうら 

オミクロン株

対応ワクチン接種

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

▼▼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 ・ 回目

接種の詳細について

１１・・２２回回目目接接種種をを終終了了ししてていいなないい方方はは、、オオミミククロロンン株株対対応応

ワワククチチンン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。。そのため、従来

ワクチンを使用する１・２回目接種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・・２２回回目目接接種種ににつついいてて

国からの新たな指示や予約状況等により、急遽スケジュールや使用ワクチン等を変更する可能性があります。

💉💉 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】（対象：１１８８歳歳以以上上の方）

広報そでがうら臨時号

 

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 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 

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

・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、、 月月中中旬旬刊刊行行予予定定のの広広報報そそででががううらら臨臨時時号号ををごご確確認認くくだだささいい。。

・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。

・最後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本市に転入された方は、接接種種券券のの

発発行行にに申申請請がが必必要要です。申請等の詳細は、市ホームページをご確認ください。

・市外のかかりつけ医や大規模接種会場、職域等での接種を希望する方で、袖ケ浦市の接種スケ

ジュールより前に接種券が必要な方は、新型コロナウイルス対策支援室にご相談ください。

※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。

※市民会館・平川公民館・袖ケ浦さつき台病院では、フファァイイザザーー社社製製オオミミククロロンン株株対対応応ワワククチチンン

を使用します。

※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。。

※袖袖ケケ浦浦ささつつきき台台病病院院でではは、、新新型型ココロロナナワワククチチンン接接種種ととイインンフフルルエエンンザザ予予防防接接種種のの同同時時接接種種はは

行行っってていいまませせんん。。

【個別接種】（対象：１１２２歳歳以以上上の方）

・個別接種ではフファァイイザザーー社社製製オオミミククロロンン株株対対応応ワワククチチンンを使用します。

・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。

オミクロン株

対応ワクチン接種

最新情報

💉💉 予約方法  

〇〇オオミミククロロンン株株対対応応ワワククチチンン専専用用接接種種券券はは、、予予約約開開始始日日のの１１週週間間前前をを目目安安にに、、順順次次発発送送予予定定でですす。。

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

市民会館

平川公民館

市民会館

平川公民館

11月 26日（土） 市民会館
13：45～15：30
18：15～19：00

11月 27日（日） 袖ケ浦さつき台病院 8：30～10：30

12月 2日（金） 市民会館 18：45～19：30

12月 3日（土） 平川公民館 13：45～15：30

12月 4日（日） 袖ケ浦さつき台病院 8：30～10：30

18：45～19：30

第8弾

(11月16日～)

接接種種日日

第6弾

(11月2日～)

23日（水）11月

11月 18日（金）

9：45～11：30
13：45～15：30

第7弾

(11月9日～)

13：45～15：30
18：15～19：00

11月 19日（土）

予約
受付

予約の対象者
（１・2回目接種済で、３～５回目

接種を希望する以下の方）

第６弾
　最後の接種日が７７月月２２３３日日以以前前の
　12歳以上の方

１１月 2日 1１月 1６日 ～ 1１月 ２２日

第７弾
　最後の接種日が８８月月　　４４日日以以前前の
　12歳以上の方

１１月 ９日 1１月 ２３日 ～ 1１月 2９日

第８弾
　最後の接種日が８８月月１１４４日日以以前前の
　12歳以上の方

１１月 １６日 1１月 ３０日 ～ 1２月 ６日

新たに予約できる接種日
予約開始日

（10：00開始）

　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（※1）

　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（※２）

　よしだ胃腸内科
　クリニック（※３）

　わたなべ皮フ科形成
　外科クリニック

(※1)18歳以上の方のみ　(※2)16歳以上の方のみ
(※3)19歳以上の方のみ



国からの新たな指示や予約状況等により、急遽スケジュールや使用ワクチン等を変更する可能性があります。

💉💉 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】（対象：１１８８歳歳以以上上の方）

広報そでがうら臨時号

 

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 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 

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

・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、、 月月中中旬旬刊刊行行予予定定のの広広報報そそででががううらら臨臨時時号号ををごご確確認認くくだだささいい。。

・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。

・最後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本市に転入された方は、接接種種券券のの

発発行行にに申申請請がが必必要要です。申請等の詳細は、市ホームページをご確認ください。

・市外のかかりつけ医や大規模接種会場、職域等での接種を希望する方で、袖ケ浦市の接種スケ

ジュールより前に接種券が必要な方は、新型コロナウイルス対策支援室にご相談ください。

※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。

※市民会館・平川公民館・袖ケ浦さつき台病院では、フファァイイザザーー社社製製オオミミククロロンン株株対対応応ワワククチチンン

を使用します。

※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。。

※袖袖ケケ浦浦ささつつきき台台病病院院でではは、、新新型型ココロロナナワワククチチンン接接種種ととイインンフフルルエエンンザザ予予防防接接種種のの同同時時接接種種はは

行行っってていいまませせんん。。

【個別接種】（対象：１１２２歳歳以以上上の方）

・個別接種ではフファァイイザザーー社社製製オオミミククロロンン株株対対応応ワワククチチンンを使用します。

・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。

オミクロン株

対応ワクチン接種

最新情報

💉💉 予約方法  

〇〇オオミミククロロンン株株対対応応ワワククチチンン専専用用接接種種券券はは、、予予約約開開始始日日のの１１週週間間前前をを目目安安にに、、順順次次発発送送予予定定でですす。。

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

市民会館

平川公民館

市民会館

平川公民館

11月 26日（土） 市民会館
13：45～15：30
18：15～19：00

11月 27日（日） 袖ケ浦さつき台病院 8：30～10：30
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12月 3日（土） 平川公民館 13：45～15：30

12月 4日（日） 袖ケ浦さつき台病院 8：30～10：30

18：45～19：30

第8弾

(11月16日～)

接接種種日日

第6弾

(11月2日～)

23日（水）11月

11月 18日（金）

9：45～11：30
13：45～15：30

第7弾

(11月9日～)

13：45～15：30
18：15～19：00

11月 19日（土）

予約
受付

予約の対象者
（１・2回目接種済で、３～５回目

接種を希望する以下の方）

第６弾
　最後の接種日が７７月月２２３３日日以以前前の
　12歳以上の方

１１月 2日 1１月 1６日 ～ 1１月 ２２日

第７弾
　最後の接種日が８８月月　　４４日日以以前前の
　12歳以上の方

１１月 ９日 1１月 ２３日 ～ 1１月 2９日

第８弾
　最後の接種日が８８月月１１４４日日以以前前の
　12歳以上の方

１１月 １６日 1１月 ３０日 ～ 1２月 ６日

新たに予約できる接種日
予約開始日

（10：00開始）

　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（※1）

　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（※２）

　よしだ胃腸内科
　クリニック（※３）

　わたなべ皮フ科形成
　外科クリニック

(※1)18歳以上の方のみ　(※2)16歳以上の方のみ
(※3)19歳以上の方のみ



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

オミクロン株対応ワクチン接種について

💉💉 オミクロン株対応ワクチン接種の対象者

１１・・２２回回目目ワワククチチンン接接種種を終了し、最後のワクチン接種日から

３３かか月月以以上上が経過した１１２２歳歳以以上上の方（年齢は接種日時点）

※接種間隔が「５か月」から「３３かか月月」に変更されました。

💉💉 予約受付第６弾の対象者と予約開始日

【【対対 象象 者者】】

１１・・２２回回目目接接種種がが終終了了ししてておおりり、、３３～～５５回回目目接接種種をを希希望望すするる

最最後後のの接接種種日日がが令令和和４４年年７７月月２２３３日日以以前前のの１１２２歳歳以以上上のの方方

【【予予 約約 開開 始始 日日】】１１１１月月２２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】】１１１１月月１１６６日日（（水水））かからら１１１１月月２２２２日日（（火火））ままでで

【【使使用用ワワククチチンン】】フファァイイザザーー社社製製オオミミククロロンン株株対対応応ワワククチチンン（（ ））

※予約受付第２弾以降のスケジュールについては、 頁をご確認ください。

令和４年１０月３１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

：

【大事なお知らせ】

〇オミクロン株対応ワクチンの接種には、専用の接種券が必要‼

→新たに接接種種券券（（封封筒筒色色：：ピピンンクク色色））を発送

〇専用の接種券の発送時期

→対象となる予予約約開開始始日日のの１１週週間間前前を目安に発送

〇手元にある未使用の接種券（封筒色：青色や緑色のもの）

→使使用用不不可可（廃廃棄棄ををおお願願いいししまますす）

新型コロナワクチン接種 臨時号

💉💉 他の予防接種について

〇イインンフフルルエエンンザザのの予予防防接接種種は、新型コロナワクチン接種と同同日日に受けることができます。

〇イインンフフルルエエンンザザ以以外外の予防接種を受ける場合は、新型コロナワクチン接種日から

接接種種間間隔隔をを１１３３日日以以上上開ける必要があります。

（接種間隔例）オミクロン株対応ワクチンを１１月１６日に接種する場合

●インフルエンザ予防接種

オミクロン株対応ワクチン接種日にかかわらず、接種が可能です。

●インフルエンザ以外の予防接種

１１月３日から１１月２９日まで間は、接種することができません。

💉💉 新型コロナウイルス感染症感染後のワクチン接種について

〇新型コロナウイルス感染症感染者については、体調が回復済み、かつ療養期間が終了しており、

接種者本人が接種を希望する場合は、治治療療内内容容やや感感染染かかららのの期期間間ににかかかかわわららずず、、接接種種ををすするる

ここととがが可可能能です。

〇接種が可能か不安な場合は、新型コロナウイルス感染症の診断を

受けた医療機関や、かかりつけ医にご相談ください。

広報そでがうら 

オミクロン株

対応ワクチン接種

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

▼▼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 ・ 回目

接種の詳細について

１１・・２２回回目目接接種種をを終終了了ししてていいなないい方方はは、、オオミミククロロンン株株対対応応

ワワククチチンン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。。そのため、従来

ワクチンを使用する１・２回目接種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・・２２回回目目接接種種ににつついいてて




