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☑ ＳＴＥＰ１

3回目接種完了日順に、1週
間ごとに発送中。

接種券が届く

☑ ＳＴＥＰ２

市内、坂戸市の医療機関ま
たは集団接種を選んでく
ださい。

接種機関を探す

☑ ＳＴＥＰ４

接種券（接種済証と予診票
が1枚になっています）と
本人確認書類を忘れずに
お持ちください。

接種する

☑ ＳＴＥＰ３

接種券がお手元に届いた方
から順次、予約できます。
3回目の接種日から5か月
経過していないと接種でき
ません。

予約する

新型コロナワクチン追加接種
市では、重症化予防の観点から、3回目接種完了者で、60歳以上の方と基礎疾患をお持ちの方その
他重症化リスクが高いと医師が認める方（18歳以上）のうち希望される方に対して、国の方針に基づ
き追加（4回目）接種を実施します。

問合先　市コロナワクチン接種コールセンター　☎0570・02・5672

4回目
接種

・�予約の集中による混乱を避けるため、接種券は3回目の接種日順に段
階的に発送しています(60歳以上の方)。

・�市の封筒には、①接種券(接種済証と予診票が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。

18歳以上59歳以下で基礎疾患をお持ちの方などや、3回目を他の市町村
で接種した後に鶴ヶ島市に転入した60歳以上の方は、接種券の発行申請
が必要となります。4回目の接種を希望する場合は、下記のとおり申請
してください。

■主な申請内容
氏名、住所、生年月日、連絡先（電話番号）、3回目に接種したワクチン
の種類、接種日、基礎疾患などの有無�
■申請方法
①電話の場合　市コールセンター　☎0570・02・5672（平日9時～17時）
②来所の場合　�感染症対策課へ来所�

（脚折1922-10�保健センター内）
③WEBの場合　右のQRコードからご申請ください。

・�接種券が届いたら同封している市のチラシをご覧いただき、各医療機
関の予約方法を確認の上、予約してください。接種費用は無料です。

・�発送した接種券分の予約枠およ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、時間をおいてお掛けなお
しいただければ、予約ができます。

・�ワクチンはファイザー社製または武田／モデルナ社製の新型コロナワ
クチンとなります。

・�同封の「新型コロナワクチン説明書」でそれぞれのワクチンの効果や
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、必ず予約先に連絡してください。

・�肩に接種しますので半袖の上に上着を羽織るなど、肩の出しやすい服
装でお願いします。

・�接種済証・接種券付予診票：すべてが1枚になっています。切り離さず、
そのまま医療機関などにお持ちください。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、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。

接
種
券

・�4回目の接種は、3回目の接種日から5か月経過していないと受けられ
ません。ご注意ください。

・�5か月経過の例：3回目接種日が令和4年2月10日の場合は、令和4年7
月10日から接種を受けることができます。

接
種
時
期

４
回
目
接
種
券
の
申
請

予
約

接
種
の
留
意
点
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医療機関へ予約する接種機関

集団接種

予約方法などの詳細は、接種券に同封している案内チラシをご覧いただき、予約してください。
※　掲載情報は6月6日時点のものです。最新情報は、市ホームページなどでご確認ください

■場所　鶴ヶ島市保健センター(脚折1922-10)
■ワクチン　武田／モデルナ社製

月 日 時　間 定員(人)

７
月

9日(土) 14時～17時 140
16日(土) 14時～17時 140
17日(日) 9時～12時／13時30分～16時30分 280
30日(土) 14時～17時 140
31日(日) 9時～12時／13時30分～16時30分 280

詳細はこちら

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
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
たわらクリニック 藤金650-1
一本松クリニック 下新田17-4�

坂戸市 浅羽クリニック 浅羽991-1
南町クリニック 南町13-21

■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。

県ホームページ

■食料などの支援
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
対し食料支援やパルスオキシメ
ーターの貸し出しを
行っています。

市ホームページ

■発熱などの症状のある方
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な
ど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。

県ホームページ

新
型
コ
ロ
ナ
対
策

地　区 名　称 所在地

鶴
ヶ
島
市

井上医院 富士見2-29-1
厚友クリニック 五味ヶ谷230-7
大西内科 五味ヶ谷305
川野医院 上広谷17-14
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
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

小川医院 小沼846
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
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
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
町野皮ふ科 にっさい花みず木3-15-13

鶴ヶ島市へ予約する接種機関
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