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☑ ＳＴＥＰ１

2回目接種完了日順に、1
週間毎に発送中。

接種券が届く

☑ ＳＴＥＰ２

初回接種を参考に、市内お
よび坂戸市の医療機関か
集団接種を選ぶ。

接種機関を探す

☑ ＳＴＥＰ４

接種会場には、肩の出しや
すい服装で。接種券(接種
済証、予診票と1枚になっ
ています)と本人確認書類
を忘れずに。

接種する

☑ ＳＴＥＰ３

接種券がお手元に届いた方
から順次予約可。65歳以
上の方は2回目接種完了日
から7か月以降、それ以外
の方は8か月以降の日にち
で予約可。

予約する

新型コロナワクチン追加接種
市では、国の方針に基づき2月1日より、2回目接種完了日から7か月を経過した65歳以上の高齢者の方お
よび2回目接種完了日から8か月を経過したそれ以外の方の追加（3回目）接種を順次実施します。なお、初
回（1・2回目）の接種を希望していて、まだ接種できていない方は、市コールセンターへご連絡ください。
※掲載内容は1月11日時点のものです。変更となる場合もありますので、市ホームページなどで最新の情報をご確認ください

接種費用

無料
全額公費負担

問合先　市コロナワクチン接種コールセンター　☎0570・02・5672

・予約の集中による混乱を避けるため、接種券は1月14日より、2回目接
種完了日順に概ね一週間毎に発送しています。
・市の封筒には、①接種券(予診票、接種済証がすべて1枚になっていま
す)、②市のチラシ、③新型コロナワクチン説明書が同封されています。

・追加接種は、市内および坂戸市の医療機関で行う個別接種と、鶴ヶ島
市保健センターでの集団接種で行います。
・接種機関は、できる限り2回目接種と同じ接種機関をお選びください。
・職域や国・県の大規模接種センターなどで初回接種を受け、同じ場所
で追加接種ができない方は、集団接種か誰でも受入可能な医療機関をお
選びください。

・発送した接種券分の予約枠及びワクチンを確保しています。発送時は
混雑のため電話などがつながらなくても、電話などがつながれば予約が
できますので、時間をおいてかけなおしください。
・国から各自治体に分配される追加接種用のワクチンは、ファイザー社
製約55％、武田／モデルナ社製約45％となる予定です。このため、ワ
クチンの供給や医療機関の状況によっては、ワクチンを選べない可能性
もありますので、あらかじめご了承ください。

・接種券に同封される「新型コロナワクチン説明書」で効果や副反応な
どを確認してください。
・接種前に自宅で検温し、発熱のある場合や体調の悪い方は接種を控え、
必ず予約先へ連絡してください。
・「接種済証」と「接種券付予診票」が1枚になっています。切り離さずにご
持参ください。予診票にはあらかじめ必要事項を記入しておいてください。
・本人確認書類としてマイナンバーカード、被保険者証、健康保険証、
運転免許証などのいずれか1点をお持ちください。

新型コロナワクチンの接種には、住民票のある市区町村が発行する「接
種券」が必要です。下記の①、②に当てはまる場合で、ワクチン接種を
希望する転入者の方には、市の接種券を発行しますので、接種済証をお
手元にご用意の上、ご申請ください。
①追加(3回目)接種
転入前の市区町村で1・2回目を接種済で接種日時点で18歳以上の方
②初回(1・2回目)接種
接種日時点で12歳以上の方で、転入前の市区町村で一度も接種していな
い方や、1回目のみ接種済で2回目が未接種の方
※転入後に12歳になる方は、誕生日の前月に順次接種券を発送しますの
で申請は不要です。
■申請方法
①電話の場合　市コールセンターへ
②来所の場合　鶴ヶ島市保健センター(鶴ヶ島市脚折1922-10)へ
③WEBの場合　右の二次元コードからご申請ください。
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市政情報

鶴ヶ島市へ予約する接種機関

医療機関へ予約する接種機関

個別接種 集団接種

接種券に同封されているチラシや市ホームページで対象者や予約方法を確認の上、医療機関に直接予約して
ください。初回接種と予約方法が異なる場合がありますのでご注意ください。

■場所　鶴ヶ島市保健センター(脚折1922-10)

■発熱など症状のある方
県では発熱などの症状がある場
合に、地域の身近な医療機関等
で受診することができるよう、
指定医療機関を公表
しています。

■無料PCR検査
感染リスクが高い環境にあるな
ど感染に不安を感じる無症状の
県民の方は、県内の指定薬局・
ドラッグストアで
無料検査が受けら
れます。

■食料など支援
市では新型コロナウイルス感染
症の自宅療養者や濃厚接触者に
対し食料の配達（置き配）やパル
スオキシメーター
貸し出しなどの支
援を行っています。

地　区 名　称 所在地

鶴ヶ島市

かなざわクリニック 富士見2-1-15
たちかわ脳神経外科クリニック 藤金293-2
高沢医院 脚折町6-18-7
のぐち内科クリニック 脚折町6-28-1
鶴ヶ島在宅医療診療所 高倉772-1
染井クリニック 新町2-23-3
しんまちクリニック 新町2-23-23

坂戸市 浅羽クリニック 浅羽991-1

地　区 名　称 所在地

鶴
ヶ
島
市

井上医院 富士見2-29-1
よしなみ耳鼻科クリニック 富士見1-2-1
厚友クリニック 五味ヶ谷230-7
大西内科 五味ヶ谷305
若葉・さくらいクリニック 五味ヶ谷307-10
川野医院 上広谷17-14
若葉内科クリニック 上広谷645-1
相良胃腸科 鶴ヶ丘71-8
関越クリニック 松ヶ丘2-2-31
若葉こどもクリニック 藤金333-2
たわらクリニック 藤金650-1
ヒロレディースクリニック 藤金845-4-3F
浦田クリニック 藤金878-3
関越病院 脚折145-1
鶴ヶ島池ノ台病院 脚折1440-2

坂
戸
市

若葉クリニック 紺屋403
東坂戸クリニック 東坂戸2-6-103
早川医院 中小坂899-5
若葉病院 戸宮609
広瀬内科クリニック 塚越1242-2
おがわこどもクリニック 千代田1-5-7
坂戸中央クリニック 千代田4-13-3
菅野病院 関間1-1-17
田島内科小児科医院 関間1-14-13
やまだクリニック 清水町46-46
大野耳鼻咽喉科クリニック 八幡2-9-10

地　区 名　称 所在地

坂
戸
市

小林内科医院 山田町9-27
吉松医院 日の出町1-16
根本整形外科医院 日の出町2-16
渋谷こどもクリニック 日の出町6-25-3F
守屋医院 日の出町7-29
日の出内科クリニック 日の出町25-23
栄クリニック 日の出町22-10
本町診療所 本町2-13
南町クリニック 南町13-21
坂戸中央病院 南町30-8
Ai			clinic 緑町4-1
岸田クリニック 浅羽野1-1-8
吉川クリニック 薬師町1
丸山内科クリニック 薬師町11-29
坂戸内科医院 薬師町15-6
松野記念クリニック 上吉田639
原田内科クリニック 末広町5-1-105
北坂戸クリニック 溝端町7-1
松本内科・消化器クリニック 溝端町8-1
明海大学歯学部付属明海大学病院 けやき台1-1
坂戸西診療所 北峰33
シャロームにっさい医院 北峰306
伊利医院 竹之内199
花水木こどもクリニック にっさい花みず木3-20-8
町野皮ふ科 にっさい花みず木3-15-13

月 日 時　間 定員：人

２
月

5(土) 14時～17時 120
6(日) 9時～12時／13時30分～16時30分 240
12(土) 14時～17時 120
13(日) 9時～12時／13時30分～16時30分 240
26(土) 14時～17時 120
27(日) 9時～12時／13時30分～16時30分 240

県ホームページ 市ホームページ県ホームページ

詳細はこちら

詳細はこちら

接種券に同封されるチラシや市ホームページで
対象者や予約方法を確認の上、ご予約ください。

新
型
コ
ロ
ナ
対
策



7	 Tsurugashima　2022.2

市政情報

鶴ヶ島市へ予約する接種機関

医療機関へ予約する接種機関

個別接種 集団接種

接種券に同封されているチラシや市ホームページで対象者や予約方法を確認の上、医療機関に直接予約して
ください。初回接種と予約方法が異なる場合がありますのでご注意ください。

■場所　鶴ヶ島市保健センター(脚折1922-10)

■発熱など症状のある方
県では発熱などの症状がある場
合に、地域の身近な医療機関等
で受診することができるよう、
指定医療機関を公表
しています。

■無料PCR検査
感染リスクが高い環境にあるな
ど感染に不安を感じる無症状の
県民の方は、県内の指定薬局・
ドラッグストアで
無料検査が受けら
れます。

■食料など支援
市では新型コロナウイルス感染
症の自宅療養者や濃厚接触者に
対し食料の配達（置き配）やパル
スオキシメーター
貸し出しなどの支
援を行っています。

地　区 名　称 所在地

鶴ヶ島市

かなざわクリニック 富士見2-1-15
たちかわ脳神経外科クリニック 藤金293-2
高沢医院 脚折町6-18-7
のぐち内科クリニック 脚折町6-28-1
鶴ヶ島在宅医療診療所 高倉772-1
染井クリニック 新町2-23-3
しんまちクリニック 新町2-23-23

坂戸市 浅羽クリニック 浅羽991-1

地　区 名　称 所在地

鶴
ヶ
島
市

井上医院 富士見2-29-1
よしなみ耳鼻科クリニック 富士見1-2-1
厚友クリニック 五味ヶ谷230-7
大西内科 五味ヶ谷305
若葉・さくらいクリニック 五味ヶ谷307-10
川野医院 上広谷17-14
若葉内科クリニック 上広谷645-1
相良胃腸科 鶴ヶ丘71-8
関越クリニック 松ヶ丘2-2-31
若葉こどもクリニック 藤金333-2
たわらクリニック 藤金650-1
ヒロレディースクリニック 藤金845-4-3F
浦田クリニック 藤金878-3
関越病院 脚折145-1
鶴ヶ島池ノ台病院 脚折1440-2

坂
戸
市

若葉クリニック 紺屋403
東坂戸クリニック 東坂戸2-6-103
早川医院 中小坂899-5
若葉病院 戸宮609
広瀬内科クリニック 塚越1242-2
おがわこどもクリニック 千代田1-5-7
坂戸中央クリニック 千代田4-13-3
菅野病院 関間1-1-17
田島内科小児科医院 関間1-14-13
やまだクリニック 清水町46-46
大野耳鼻咽喉科クリニック 八幡2-9-10

地　区 名　称 所在地

坂
戸
市

小林内科医院 山田町9-27
吉松医院 日の出町1-16
根本整形外科医院 日の出町2-16
渋谷こどもクリニック 日の出町6-25-3F
守屋医院 日の出町7-29
日の出内科クリニック 日の出町25-23
栄クリニック 日の出町22-10
本町診療所 本町2-13
南町クリニック 南町13-21
坂戸中央病院 南町30-8
Ai			clinic 緑町4-1
岸田クリニック 浅羽野1-1-8
吉川クリニック 薬師町1
丸山内科クリニック 薬師町11-29
坂戸内科医院 薬師町15-6
松野記念クリニック 上吉田639
原田内科クリニック 末広町5-1-105
北坂戸クリニック 溝端町7-1
松本内科・消化器クリニック 溝端町8-1
明海大学歯学部付属明海大学病院 けやき台1-1
坂戸西診療所 北峰33
シャロームにっさい医院 北峰306
伊利医院 竹之内199
花水木こどもクリニック にっさい花みず木3-20-8
町野皮ふ科 にっさい花みず木3-15-13

月 日 時　間 定員：人

２
月

5(土) 14時～17時 120
6(日) 9時～12時／13時30分～16時30分 240
12(土) 14時～17時 120
13(日) 9時～12時／13時30分～16時30分 240
26(土) 14時～17時 120
27(日) 9時～12時／13時30分～16時30分 240

県ホームページ 市ホームページ県ホームページ

詳細はこちら

詳細はこちら

接種券に同封されるチラシや市ホームページで
対象者や予約方法を確認の上、ご予約ください。

新
型
コ
ロ
ナ
対
策




