
内容は5月25日時点の情報によるもので、今後見直される可能性があります。

高齢者を対象とした
新型コロナワクチン接種が始まりました

1. ワクチン接種開始

2. 予約方法

5月24日より、高齢者（65歳以上の一般高齢者）を対象としたワクチン接種が始まりました。
ワクチン接種は事前に予約が必要となります。

※1回目のみの予約となります（2回目の接種予約は1回目の接種終了後から可能となります。接種会場で2回目予診票を配布します）。

65歳以上の一般高齢者 5月24日～

郵便で予約

対象者および人数（概算） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 　10月...

医療従事者（2,546人）

65歳以上の高齢者施設等入所者

65歳以上の一般高齢者

65歳未満の基礎疾患のある方（5,347人）

65歳未満の一般の方（39,353人）

３
月
29
日

接
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接 種

接 種

接種5月24日～
（24,667人）

3月19日
開始

4月19日開始

接種予定5月17日午前9時
から予約開始

接種予定

上記①～③の予約空き状況により、6月下旬以降の1回目・2回目接種2回分の予約をお取りします。接種日時の希望
をお受けすることはできません。どうしても接種会場の希望がある場合のみ会場をご記入ください。
受付後、一定期間経過した時点で抽選を行い、接種日時や会場を通知します。
【申込方法】�①接種券番号、②住所、③接種希望者氏名（フリガナ）、④生年月日（西暦）、⑤電話番号、⑥接種会場（希
望があれば）を記入の上、封筒に入れて「〒300-1292牛久市中央3-15-1牛久市健康づくり推進課�新型コロナワクチ
ン接種予約係」宛てにお送りください。申込用紙は任意とします。
※感染防止のため、窓口でのお申し込みはご遠慮ください。※広報うしく6月15日号でもお知らせします。

4

※�通話料はお客様の負担となります（通話
料はオペレーターにつながってから発生）。
※�予約が集中し、電話が大変混み合うことが
予想されます。ご理解ご協力をお願いします。

0570-006-117
午前9時～午後5時（平日・土日以外の祝日）

牛久市ワクチンコール 
センターで予約１

https://www.city.ushiku.lg.jp/
page/page010287.html

市ホームページからワクチン接種予約のリ
ンクにログインして予約することができます。

インターネット予約2

LINEアカウント
「牛久市ワクチン接種予約」
「お友だち登録」することで、LINE
で予約することができます。

LINEアプリ予約3
24時間受付可能

※�接種予約枠は毎日、午前9時に更新されます。予約開始当初は、混雑することが予想されますが、希望される方が接種
できる量のワクチンが順次供給される予定です。すぐに予約できなかったから接種を受けられないということはござい
ませんので、焦らずにご予約ください。

郵便による予約受付を開始します。

＜申込日の20日先までの日にちで予約が可能です＞
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5. 住所地外接種

4. キャンセル待ち登録
ファイザー社製のワクチンは、1本から6人分のワクチンが採取できますが、6時間以内に使用する制限があり、
接種当日にキャンセルが発生した時にワクチンの廃棄を回避するため、キャンセル待ち登録者を募集します。
※キャンセル待ちの実施方法は、定期的に見直しを行うため変更となる場合があります。

①牛久市に住民票があり、既に接種券をお持ちの方
②コロナワクチンを一度も接種していない方かつ接種予約を取っていない方
③キャンセル発生時に市からの電話に応答でき、接種会場に約30分以内に到着可能な方
④重篤なアレルギー既往のない方
⑤治療中の病気がある場合は、主治医より接種の許可が出ている方

右記①～⑤
すべてを
満たす方

新型コロナワクチンは、原則、住民票を置いている自治体での接種となります。ただし、やむを得ない理
由がある場合は、住民票所在地以外で接種することができます。下記に該当する方は、「住所地外接種届出
済証」が必要となるため、あらかじめ牛久市に住所地外接種届出を申請して準備をお願いします。

1出産のために里帰りをしている妊産婦　　2単身赴任者　　3遠隔地へ下宿している学生
4 �ドメスティックバイオレンス、ストーカー、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
5 �やむを得ない事情がある方

※東日本大震災における原子力発電所の事故により牛久市に居住している方は、住民票のある
自治体から「住所地外接種届出済証」が交付されますので申請は不要です。

▲

受付時間：毎週月曜日午前10時～正午▲

受付専用電話：☎080-7004-8355
※この電話番号以外では登録受付できません。

▲

受付時間：毎週月曜日午前10時～正午▲

受付場所：市保健センター
※申込用紙に記入していただきます。

1 電話受付

2 窓口受付

3. ワクチン接種費用　全額無料
新型コロナワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだましとろうとする電
話が発生しています。市区町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話やメー
ルで求めることはありませんのでご注意ください。 消費者庁HP

※�詳しくは市ホームページをご覧ください。

事前申込・抽選制

対象者

申込
方法

接種まで
の流れ

申込日時 有効期間
6月7日（月）
午前10時～正午

6月7日（月）　
　　～13日（日）

翌週以降同様

…

翌週以降同様

…

※月曜日が祝日の場合の申込日は火曜日で、
　登録有効期間は火～日曜日となります。

・毎週月曜日に申し込み
・有効期間は申込日から直近の日曜日

①申し込み ② キャンセル等が出た場合、
　市より電話が入る

③約30分以内に
　接種会場に到着希望の接種場所がある場

合は伺います

【注】2回目の接種は3週間後に実施する必要があるため、キャンセル待ちはせず、通常どおり予約してください。

◆月曜日の申込終了後に抽選でキャンセル枠のご案内の順位を決定します。◆申し込みにより必ず接種できるわけではありません。
キャンセル等の状況により異なります。◆通常どおり予約が取れた場合は、キャンセル待ち取り消しのご連絡（専用電話☎080-
7004-8355�午前8時30分～午後5時15分※祝日除く）をお願いします。
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6. 接種会場

7. 接種後の相談窓口

接種会場 所在地

医療機関

❶牛久愛和新型コロナワクチン接種センター
　（牛久愛和総合病院特設会場）※5月24日（月）から接種開始 猪子町896

❷つくばセントラル新型コロナワクチン接種会場
　（つくばセントラル病院特設会場A館内）※5月24日（月）から接種開始 柏田町1589-3

公共施設
❸牛久運動公園武道館

下根町1400

※変更となる場合があります。最新情報は市ホームページをご覧ください。

※駐車場には限りがあります。

※接種会場の駐車エリアをご確認の上ご来場ください。

・ワクチン接種日時は会場ごとに異なります。詳しくはご予約時にご案内します。
・接種会場では、診療等の妨げとなるため、お問い合わせ対応はできません。電話などはご遠慮ください。
・接種会場にお車でお越しの場合は、指定の駐車場をご利用ください。
当日は接種券、予診票、本人確認書類、老眼鏡（必要な方）をお持ちになり、マスク着用の上、半袖でお越しください。

接種後は、注射した部位の痛み、頭
痛、関節や筋肉の痛み発熱等を発症
する場合があります。数日で軽快し
ない場合は右記へご相談ください。

【問い合わせ】健康づくり推進課☎内線7020、7021
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❶❶牛久愛和新型コロナワクチン牛久愛和新型コロナワクチン
　接種センター　接種センター

❷❷つくばセントラルつくばセントラル
　新型コロナワクチン接種会場　新型コロナワクチン接種会場

❸❸牛久運動公園武道館

◆厚生労働省ワクチンコールセンター 0120-761770
　�午前9時～午後9時（土・日・祝日も対応）
◆茨城県コロナワクチン接種コールセンター ☎029-301-5394
　�午前8時30分～午後10時（土・日・祝日も対応）
◆おとな救急電話相談 ☎#7119
　�24時間365日（年中無休）
◆牛久市新型コロナワクチン接種プロジェクト ☎029-873-2111
　�午前8時30分～午後5時15分（平日のみ）

接種会場 所在地 接種会場 所在地
いずみ内科医院 牛久町165-1 高野耳鼻咽喉科クリニック 南2-22-7
岡見第一医院 岡見町959-21 天満胃腸科クリニック 南5-44-8
奥田整形外科クリニック 中央1-21-3 ひたち野ステーションクリニック ひたち野東1-32-8

6月1日（火）
接種開始

6月1日（火）
予約開始
6月14日（月）
接種開始

接種会場 所在地 接種会場 所在地
オアシス脳神経クリニック ひたち野西4-16-1 ことより医院 中央5-12-17

河合医院 田宮3-2-2 村山内科クリニック 南1-6-40クリニッ
クビル牛久2階

（内線1743）

接種日時 6月26日（土）6月27日（日）7月3日（土）7月4日（日）7月10日（土）7月11日（日）
予約開始日 6月6日（日）6月7日（月）6月13日（日）6月14日（月）6月20日（日）6月21日（月）
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