
新型コロナウイルス
感染症対策に関するお知らせ 第７報

（令和３年４月 25日）

65 歳以上の方
ワ ク チ ン 接 種 の ご 案 内

６５歳以上（昭和32年4月1日以前生まれ）の方に「予防接種券」
と「予診票」を発送しました。接種を希望する方は、内容をよく確認
のうえ、下記の手順で接種の予約をしてください。接種には協力医療
機関での「個別接種」と「集団接種」の２通りの方法があります。

栃木地域 医療機関名 電話番号
青木医院 ☎（20）6022
秋元クリニック ☎（29）1131
天海内科 ☎（23）8333
池森クリニック ☎（25）2577
えぐち内科クリニック ☎（20）2255
おおやクリニック ☎（24）8822
大山整形外科 ☎（27）4609
金田医院 ☎（22）0415
亀田整形外科内科医院 ☎（24）8800
河口医院 ☎（22）5752
かわしまクリニック ☎（24）8239
こばやしクリニック ☎（25）8300
さいとう小児科 ☎（22）0757
サンライズクリニック ☎（24）4702
すずきクリニック ☎（20）2200
関口医院 ☎（25）2223
竹田内科小児科クリニック ☎（29）1233
とちぎ診療所 ☎（25）3225
栃木中央クリニック ☎（22）0057
とちぎメディカルセンターとちのき※ 栃木市コールセンター
なかつぼクリニック ☎（20）5252
中野病院 ☎（22）0031
中元内科医院 ☎（27）2325
成田内科 ☎（22）3722
なんばクリニック ☎（24）7787
野﨑医院 ☎（24）4809
橋本医院 ☎（22）5875
箕輪内科 ☎（23）5588
山門クリニック ☎（22）0765
よこやま内科小児科クリニック ☎（24）8102
わたなべ内科・循環器科クリニック ☎（21）7528

大平地域 医療機関名 電話番号
大平ファミリークリニック ☎（43）7500
くろき内科クリニック ☎（20）5000
田村医院 ☎（43）3368
とちぎメディカルセンターしもつが※ 栃木市コールセンター
藤沼医院 ☎（43）2233
みずほクリニック ☎（25）1222
森川内科・外科クリニック ☎（45）2225

都賀地域 医療機関名 電話番号
合戦場クリニック ☎（29）1291
都賀中央医院 ☎（27）8118
船越医院 ☎（27）5763
百瀬医院 ☎（27）8210

西方地域 医療機関名 電話番号
高橋医院 ☎（92）7031
西方病院 ☎（92）2323

藤岡地域 医療機関名 電話番号
藤岡診療所 ☎（62）9962
持田医院 ☎（67）3661

岩舟地域 医療機関名 電話番号
あまがい内科医院 ☎（55）7811
江田クリニック ☎（57）1234
熊倉医院 ☎（55）8425
小松原医院 ☎（55）2026
しまだクリニック ☎（55）1500
橋本腎内科クリニック ☎（54）3377
松永医院 ☎（55）8869

※とちぎメディカルセンター「しもつが」「とちの
き」の予約電話先は「栃木市コールセンター☎
（21）２４１８」です。

個別接種 予 約 方 法
予約開始日

医療機関ごとに異なります
下記の医療機関へご確認ください ワクチン接種 注意事項

（個別接種・集団接種共通）
「予防接種券」と「予診票」
　今回は、それぞれ別の封筒で届きます。接
種当日に必要ですので、大切に保管してくだ
さい。
ワクチンの種類と接種回数
　現在承認されているファイザー社製のワク
チンとなります。１回目の接種から３週間の
間隔をあけ合計２回の接種を行います。
ワクチン接種の際の同意
　接種は希望者にのみ行います。本人の同意
なく行われることはありません。
ワクチン接種時の服装
　接種は上腕に行います。上着の下に半そで
シャツなど、肩の出しやすい服装でお越しく
ださい。
副反応のリスク
　他の予防接種と同様、以下のような副反
応が起こることがあります。
　接種部位の痛み、頭痛、筋肉や関節の痛み、
疲労、悪寒、発熱　など
※�ごくまれに重大な副反応「アナフィラキ
シー」が起こることが報告されています。

集団接種
1 回目の接種日 2 回目の接種日 会場
5月 22日�（土）＊ ⇒ 6月12日（土）＊ 栃木保健福祉センター
5月24日�（月） ⇒ 6月14日（月） 藤岡保健福祉センター
5月26日�（水） ⇒ 6月16日（水） ゆうゆうプラザ
5月27日�（木） ⇒ 6月17日（木） 藤岡保健福祉センター
5月29日�（土） ⇒ 6月19日（土） 栃木保健福祉センター
5月30日�（日） ⇒ 6月20日（日） 栃木保健福祉センター
5月31日�（月） ⇒ 6月21日（月） ゆったり～な
6月2日�（水） ⇒ 6月23日（水） ゆったり～な
6月3日�（木） ⇒ 6月24日（木） 遊楽々館
6月5�日（土） ⇒ 6月26日（土） 栃木保健福祉センター
6月6日�（日） ⇒ 6月27日（日） 栃木保健福祉センター

※�接種の予約は先着順です。
※集団接種では１週間当たり約 1,200 人に接種を行う予定です。
※�これ以降の日程は、ワクチンの供給状況に応じて随時追加します。市
ホームページや広報とちぎなどでお知らせします。
※�国からのワクチンの供給状況により、日程が変更になることもありま
す。ご了承ください。

時間�10 時～12時／14時～18時（時間内で15分毎に区切って予約）　

1回目・2回目の接種日を一度に予約いただきます。
両方の日のご都合が良い日程で予約ください。

接種日程・会場

予約開始日
５月６日（木）午前９時～

予
約
方
法

①電話予約
栃木市コールセンター 
☎（21）２４１８

②  インターネット
　予約

栃木市ホームページの
ワクチンページ または
右のＱＲコードの
専用予約サイトへ

接
種
会
場

◆栃木保健福祉センター
◆大平健康福祉センター「ゆうゆうプラザ」
◆藤岡保健福祉センター
◆北部健康福祉センター「ゆったり～な」
◆CITY�GYM�＆�SPA 遊楽々館（岩舟健康福祉センター）
※市内どちらの会場でも接種することができます。

＊5月22日（土）・６月１２日（土）は午後のみの実施です。



栃木市のワクチン接種スケジュール

ワクチン予防接種Ｑ＆Ａ

相談・問合先

持病やアレルギーがあり不安です・・・
事前にかかりつけ医に相談をしてください
　持病やアレルギーのある方が接種を希望する場合、事前に相談
をし、体調を考慮した上で接種を受けることをおすすめします。

「予防接種券」と「予診票」を失くしてしまったら？
再発行しますので、コールセンターへ連絡を
　予防接種券は接種の際に必ず必要です。「栃木市新型コロナウ
イルスワクチン接種コールセンター」へご連絡ください。

市外の医療機関で接種はできるの？ 
条件によって可能な場合があります
　以下の項目に該当する方は可能です。原則、接種を希望する医
療機関が所在する市町村へ届出をする必要があります。
　事前に「住所地以外で接種する届出」をすることで接種できる方
　　・単身赴任者
　　・下宿している学生
　　・出産のために里帰りしている妊産婦
　届け出が不要な方
　　・入院・入所している方
　　・基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
　　・災害により被害にあった方

接種
順位 対象者 接種時期

1 65歳以上の方
（特別養護老人ホームに入所している方） ４月20日～

2 65歳以上の方
（昭和32年4月1日以前生まれ） ５月22日～

3

・基礎疾患を有する方
・高齢者施設等に従事している方
・�60歳～64歳までの方（昭和32年４
月２日から昭和37年４月１日生まれ）

ワクチンの供給量などを踏まえ、
順次接種券・予診票の発送や、

接種を進めていきます
４ 上記以外の方

栃木市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　（接種の予約、キャンセル、一般的な相談）
　☎（21）２４１８　受付時間�９時～17時
　（５月31日までは毎日、6月1日以降は平日のみ）
※�耳や言葉の不自由な方は、下記の FAX・メールにてご相談
ください。

　　FAX 　　 （21）2419
　　e-mail　kenkou08@city.tochigi.lg.jp
栃木県 受診・ワクチン相談センター
　（接種後の副反応など専門的な相談）
　☎０５７０－０５２－０９２
　受付時間：９時～21時（土日祝日を含む）

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）
　受付時間：９時～21時（土日祝日を含む）

新型コロナウイルスワクチンの接種
　ワクチンを接種することで、新型コロナウイル
ス感染症の発症や重症化を予防する効果が認め
られています。さらに多くの方が接種を受けるこ
とで、感染症のまん延を防止することが期待され
ます。

接種対象
　栃木市に住所を有する16歳以上の方
　（原則、住民票の所在地での接種となります）
接種費用
　無料（全額公費負担）

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ

　接種当日に必要です。お手元に届いたら大切に保管ください。
65歳以上の方�⇒��すでに発送済です。4月末頃になっても届か

ない場合は、コールセンターへ。
64歳以下の方�⇒��ワクチンの供給量などを踏まえ、順次発送し

ます。

　接種順位（上の表）により接種の時期が異なります。市ホー
ムページや広報紙などで随時お知らせしますので、ご自身の接
種時期について、最新の情報を確認ください。

　接種券・予診票には接種のスケジュールや会場は同封されて
いません。集団接種を希望する方は、市ホームページや広報紙
などで接種会場や日時をご確認ください。個別接種を希望する
方は、希望する医療機関にお問い合わせください。

集団接種希望の方�⇒�電話またはインターネット予約（表面参照）
個別接種希望の方�⇒�希望する医療機関へ問い合わせ

　持ち物や服装など、予防接種券などに同封されている
チェックシートなどをよくご確認いただき、あらかじめ「予診票」
に記入のうえ、接種会場におこしください。
※「おくすり手帳」をお持ちの方は、必ず会場にお持ちください。
　接種後体調確認のため、経過観察として、会場に15～ 30
分滞在する必要があります。接種後に軽い副反応が起きること
がありますので、接種後の予定には余裕を持ちましょう。

　1回目の接種の際、予防接種券と同じ台紙に「予防接種済証」
を貼付します。２回目の接種の際に必要ですので、大切に保管
してください。

　1回目と同様の流れで接種を受けてください。ワクチンは2
回接種をしないと十分な効果が出ないことがわかっています。2
回目の接種を忘れずに受けてください。

　2回目の接種後、十分な効果が出るまでに数週間かかるとい
われています。また、接種後も、発症するリスクはゼロではな
いことや、他人に感染させてしまうリスクも残ります。引き続き、
感染予防対策をお願いします。

ワクチン接種の流れ
 （１）「予防接種券」と「予診票」の受け取り

 （２）接種の時期を確認する

 （３）接種の場所、日時を確認する

 （４）接種の予約をする

 （５）１回目の接種当日

 （６）予防接種済証を保管する

 （７）２回目の接種当日

 （８）2 回目の接種後


