
■クーポン券・予診票の到着

■予約（電話・インターネット）
※予約開始後

■来場・受付

■予診

■接種・状態観察

コールセンター

医療機関

集団接種 個別接種

新型コロナワクチン接種

予約開始は
こちらから
お知らせ！

［個別接種］協力医療機関一覧

集 団 接 種 予 約の方 法

市ホームページ かさめ～る

こちらの
封筒が
届きます

接 種 の 流 れ

●激しい運動は控えてください。
●入浴は問題ありませんが、注射した部分は強くこすらないようにしてください。

ワクチンを受けた日の注意点
待っている間も、マスクをする、隣の人との距離をとる、会話を控えるなど感染対策をお願いします。
ワクチン接種後は15分以上接種会場で座って様子をみましょう4

予約日に接種を受けましょう

クーポン券や予診票、身分証明書、
お薬手帳（お薬を服薬している方）をお忘れなく！

3
（肩を出しやすい服装でお越しください）

※当日明らかな発熱（37.5℃以上）がある場合や、体調が
　悪い場合などは接種を控えてください。
※やむを得ず、キャンセルされる場合は必ず予約先に
　キャンセルの連絡をいれてください。

予約受付が開始されたら、
　　　　接種日の予約をしましょう

2

！

個別接種
…各医療機関に直接予約を行ってください。
　 （医療機関は左のページをご確認ください）

【予約開始まで大切に保管してください】

笠間公民館・友部公民館・
岩間公民館（市民センターいわま内）
（予約方法は左のページをご確認ください）

☎0570-052-567

集団接種
会  場

市から自宅にクーポン券・予診票などが入った
A4サイズ サーモンピンク色の封筒が届きます

まだ予約はできません！！

1

※65歳以上の高齢者の方へは3月30日に送付を開始しました！
※64歳以下の方の送付時期は決まりしだいお知らせします

新型コロナワクチン接種は、ワクチンの供給状況により順次行います。

笠間市では、医療機関での 個別接種 と公民館等での 集団接種 の２つの方法で実施します。接種は予約制です。
予約の開始時期等が決まりしだい、市ホームページやLINE、かさめ～る、広報紙等でお知らせします。

あさひクリニック
あやか内科クリニック
石橋内科医院
茨城県立こころの医療センター
茨城県立中央病院
笠間市立病院
立川記念病院
ねもとクリニック
常陸クリニック
ふじえだクリニック
山本内科小児科医院
いけうち医院
石本病院
笠間耳鼻咽喉科
笠間中央クリニック（透析を受けている方のみ）
神里医院
河村医院
下田整形外科
たかだ脳神経外科・内科クリニック
メディカルケアクリニックかさま
梅里クリニック
高瀬医院
本多内科・循環器科医院

★

★

★

★

★

旭町108-6
八雲2-5-25
鯉淵6268-102
旭町654
鯉淵6528
南友部1966-1
八雲2-12-14
大田町215-13
旭町472-1
東平3-1-40
東平4-5-34
笠間1200
石井2047
笠間1107-4
福原3633-3
笠間1256
笠間223-2
笠間4390-3
赤坂9-17
笠間1723-2
下郷4468
安居1291
福島396

0296-78-5011
0296-71-3022
0296-71-3181
0296-77-1151
0296-77-5489
0296-77-0034
0296-77-7211
0296-77-7011
0296-78-5911
0296-71-5500
0296-71-2232
0296-72-1105
0296-72-4051
0296-73-0111
0296-71-6001
0296-72-0177
0296-72-2121
0296-73-0858
0296-71-8808
0296-71-8585
0299-45-2002
0299-45-2140
0299-37-8556

名　　称

友部
地区

笠間
地区

岩間
地区

住　　所

★…定期受診している方のみ

電話番号

Web予約

予約開始は5月以降となる見込みです。

現在何かの病気で治療中の方、新型コロナウイルス
に感染したことがある方は、ワクチン接種について、
事前にかかりつけ医にご相談のうえ、接種するかど
うかお考え下さい。

予約開始は5月以降となる見込みです。通常診療に影響がでることを防ぐため現時点で医療機関へのお電話はお控えください。

※電話をかけると音声案内が流れます。接種予約をされる方は「１」相談される方は「２」の番号を押してください。

①インターネットでの予約・・・笠間市ホームページ＞新型コロナワクチン接種に関する情報＞Web予約

①・②どちらかの方法で予約を行ってください。 それぞれの会場の接種実施日は決まりしだいお知らせします。

笠間公民館

友部公民館

岩間公民館

※笠間市民体育館に変更になる日もあります

会　場 住　所

石井2068-1

中央3-3-6

下郷5140

②お電話での予約・・・笠間市予約・相談センター

！ 予約開始は5月以降

■接種 状態観

午前8時30分～午後5時15分
土日祝日も受付（ ）

16新型コロナワクチン接種17 新型コロナワクチン接種

新型コロナウイルスワクチン接種 ページ｜2C　黒｜緑（DIC172） 新型コロナウイルスワクチン接種 ページ｜4C
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● 接種順とスケジュール

● 接種を受ける際の同意

● 市外に入院等している場合

対　象　者

①

②

③

④

⑤

⑥

スケジュール

3月 4月 5月 6月 7月～

※ワクチンの供給状況により変更になる場合があります

ワクチンの接種は、強制ではありません。予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と
副反応のリスクについて理解した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。また、職場で全員に必
ず接種するよう求めたり、周囲の方に接種を強制したりすることのないようお願いします。

ワクチン接種は原則として市内で接種していただきますが、市外に入院や入所している方、基礎疾患があ
り、通院している方などは、市外でも接種可能です。
詳細は、クーポン券に同封される「新型コロナワクチン接種のお知らせ」をご覧ください。

ワクチン接種に必要と語り、金銭を要求したり、個人情報を聞き出そうと
する電話やメールに関する相談が寄せられています。皆さん十分ご注意
ください。不審な電話やメールが届いた際は下記までご相談ください。

医療従事者等

60～64歳の方

16～59歳の方

基礎疾患のある方

高齢者施設等の従事者

65歳以上の高齢者
※S32.4.1以前生まれ

接 種

クーポン券
の準備

クーポン券の
準備

クーポン券
送付

クーポン券
送付

接 種

接 種

接種費用は無料です！
新型コロナワクチン詐欺にご注意ください

新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン 笠間市消費者生活センター

午前10時～午後4時（土・日・祝日含む）受付時間

0120-797-188
午前9時～正午・午後1時～4時（月～土）受付時間

0296-77-1313相談専用電話

主な副反応には接種部位の痛み・疲労・頭痛・筋肉痛・悪寒・頭痛などがあります。大部分は接種後数日
で改善していくことが多いですが、症状がひどい場合、治らない場合は医療機関にご相談ください。

～ 副反応（ワクチン接種後に現れる可能性のある症状）について ～
国・県のお問い合わせ先

ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、ワクチンを受けた方
から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。引き続き、皆さんには感染予防対策を継続して
いただくようお願いします。

今回お知らせしている内容は3月19日現在の情報です。ワクチンの供給スケジュールにより変更となる場合がありま
すので、ご理解ください。

笠間市予約・相談センター 0570-052-567 ／ 笠間市ワクチン接種プロジェクトチーム：笠間市役所内（内線271）

Q

A
● 過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
● 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
● 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方
● 過去にけいれんを起こしたことがある方
● ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方
● 抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方(筋肉注射のため接種後の出血に注意が必要）

一般に、次の方は注意が必要です。
ご自身が当てはまると思われる方は、かかりつけ医にご相談ください。

ワクチンを受けるのに注意が必要なのはどのような人ですか?

薬を飲んでいるために、ワクチンが受けられないという薬はありませんが、基礎疾患のある方、免疫不全
のある方、病状が重い方など、接種を慎重に検討した方がよい場合がありますので、かかりつけ医にご相
談ください。血をサラサラにする薬を飲まれている方は接種後の出血に注意が必要です。

Q

A

持病があり、薬を飲んでいる人はワクチンを受けることはできますか?

同時に接種はできません。新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けて

から2週間後に接種できます。前後に高齢者肺炎球菌の予防接種などを行う際にはご注意ください。
現在供給されているファイザー社のコロナワクチンは、21日の間隔を空けて2回接種するため、2回目
の接種後に他の予防接種を行ってください。

Q

A

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に受けることができますか?

よくあ る質 問 &Q A

新型コロナワクチン接種基本情報

※厚生労働省ホームページに新型コロナワクチンについてのQ＆Aが掲載されていますので、そちらも併せてご覧ください。

問
〈集団接種の予約・相談に関すること〉 〈笠間市の接種体制に関すること〉

接 種

ワクチンに関すること
午前9時～午後9時受付時間

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎0120-761770（フリーダイヤル）

副反応に関すること
午前8時30分～午後5時15分（平日のみ）受付時間

茨城県新型コロナワクチン副反応相談窓口

☎029-301-5394

18新型コロナワクチン接種19 新型コロナワクチン接種
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午前10時～午後4時（土・日・祝日含む）受付時間

0120-797-188
午前9時～正午・午後1時～4時（月～土）受付時間

0296-77-1313相談専用電話

主な副反応には接種部位の痛み・疲労・頭痛・筋肉痛・悪寒・頭痛などがあります。大部分は接種後数日
で改善していくことが多いですが、症状がひどい場合、治らない場合は医療機関にご相談ください。

～ 副反応（ワクチン接種後に現れる可能性のある症状）について ～
国・県のお問い合わせ先

ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、ワクチンを受けた方
から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。引き続き、皆さんには感染予防対策を継続して
いただくようお願いします。

今回お知らせしている内容は3月19日現在の情報です。ワクチンの供給スケジュールにより変更となる場合がありま
すので、ご理解ください。

笠間市予約・相談センター 0570-052-567 ／ 笠間市ワクチン接種プロジェクトチーム：笠間市役所内（内線271）

Q

A
● 過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
● 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
● 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方
● 過去にけいれんを起こしたことがある方
● ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方
● 抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方(筋肉注射のため接種後の出血に注意が必要）

一般に、次の方は注意が必要です。
ご自身が当てはまると思われる方は、かかりつけ医にご相談ください。

ワクチンを受けるのに注意が必要なのはどのような人ですか?

薬を飲んでいるために、ワクチンが受けられないという薬はありませんが、基礎疾患のある方、免疫不全
のある方、病状が重い方など、接種を慎重に検討した方がよい場合がありますので、かかりつけ医にご相
談ください。血をサラサラにする薬を飲まれている方は接種後の出血に注意が必要です。

Q

A

持病があり、薬を飲んでいる人はワクチンを受けることはできますか?

同時に接種はできません。新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けて

から2週間後に接種できます。前後に高齢者肺炎球菌の予防接種などを行う際にはご注意ください。
現在供給されているファイザー社のコロナワクチンは、21日の間隔を空けて2回接種するため、2回目
の接種後に他の予防接種を行ってください。

Q

A

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に受けることができますか?

よくあ る質 問 &Q A

新型コロナワクチン接種基本情報

※厚生労働省ホームページに新型コロナワクチンについてのQ＆Aが掲載されていますので、そちらも併せてご覧ください。

問
〈集団接種の予約・相談に関すること〉 〈笠間市の接種体制に関すること〉
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ワクチンに関すること
午前9時～午後9時受付時間

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎0120-761770（フリーダイヤル）

副反応に関すること
午前8時30分～午後5時15分（平日のみ）受付時間

茨城県新型コロナワクチン副反応相談窓口

☎029-301-5394
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