
新型コロナウイルス
感染症対策に関するお知らせ 第９報

（令和３年６月 13日）

65 歳以上の方ワ ク チ ン 接 種 の ご 案 内

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

栃木地域 医療機関名 電話番号
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
藤沼医院 ☎（43）2233
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
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
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

個別接種 予約方法は、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。
※ 下記に掲載のない医療機関でも接種を実施する場合があります。医療機関へご確認ください。

①インターネット予約（午前8時開始）
　　 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
　　※１回目の接種予約完了後、必ず２回目の
　　　接種予約まで行ってください。

②電話予約（午前９時開始）
　　栃木市コールセンター 
　　☎（21）２４１８（平日 9 時～ 17 時）

接種会場 
◆栃木保健福祉センター（今泉町2丁目）
　◆大平健康福祉センター「ゆうゆうプラザ」（大平町西野田）
　◆藤岡保健福祉センター（藤岡町赤麻）
　◆北部健康福祉センター「ゆったり～な」（西方町本城）
　◆CITY�GYM�＆�SPA�遊楽々館�（岩舟健康福祉センター）

（岩舟町三谷）
接種時間 
10時～12時／14時～18時（時間内で20分毎に区切って予約）

６月１６日（水）予約開始集団接種

1 回目の接種日 2 回目の接種日 会場 接種予定数
7月 5日（月） ⇒ 7月26日（月） 藤岡保健福祉センター 288
7月 7日（水） ⇒ 7月28日（水） 栃木保健福祉センター 396
7月 8日（木） ⇒ 7月29日（木） ゆうゆうプラザ 288
7月 10日（土） ⇒ 7月31日（土） 栃木保健福祉センター 396
7月 11日（日） ⇒ 8月1日（日） ゆうゆうプラザ 288
7月 12日（月） ⇒ 8月2日（月） ゆったり～な 288
7月 15日（木） ⇒ 8月5日（木） 遊楽々館 288
7月 17日（土） ⇒ 8月7日（土） 栃木保健福祉センター 396
7月 18日（日） ⇒ 8月8日（日） 栃木保健福祉センター 396
7月 19日（月） ⇒ 8月9日（月） 藤岡保健福祉センター 288
7月 21日（水） ⇒ 8月11日（水） ゆうゆうプラザ 288
7月 22日（木） ⇒ 8月12日（木） 遊楽々館 288
7月 27日（火） ⇒ 8月17日（火） ゆったり～な 288
7月 29日（木） ⇒ 8月19日（木） 藤岡保健福祉センター 288
7月 30日（金） ⇒ 8月20日（金） ゆったり～な 288
7月 31日（土）※ ⇒ 8月21日（土）※ 遊楽々館 192
8月 3日（火） ⇒ 8月24日（火） 藤岡保健福祉センター 288
8月 4日（水） ⇒ 8月25日（水） 遊楽々館 288
8月 6日（金） ⇒ 8月27日（金） ゆうゆうプラザ 288
8月 10日（火） ⇒ 8月31日（火） 遊楽々館 288

1 回目の接種日 2 回目の接種日 会場 追加人数
７月１日（木） ⇒ ７月２２日（木） 栃木保健福祉センター 108
７月３日（土）※ ⇒ ７月２４日（土）※ 栃木保健福祉センター 72
７月４日（日） ⇒ ７月２５日（日） 栃木保健福祉センター 108

日程１　前回予約日程分の追加分

日程 2　今回新たに予約開始となる日程

　　　　　※印のついている日程は、14時～18時のみの実施
＊ �1回目が7月12日（月）以降の日程については、予約状況に余裕があった場合、
接種の優先順位が次の方（裏面参照）の予約も可能になることがあります。

　集団接種を希望する方で、電話・ネット予約が困難な方を
対象に、7 月 1 日（木）より窓口にて予約支援を行います。
 受付場所 健康増進課（栃木市保健福祉センター内）
　�　　　　健康増進課サテライト窓口（市役所本庁舎2階）
　　�　　　各総合支所地域づくり推進課
 受付時間　平日��9 時～17時



申込により
接種券を送付します

基 礎 疾 患 の あ る 方
高齢者施設等に従事している方

優先接種の対象となる基礎疾患

相 談 ・ 問 合 先

　現在「65歳以上の方」への接種が行われていますが、その後
は「基礎疾患のある方」「高齢者施設等従事者」「60 ～ 64 歳の
方（昭和32年４月２日～昭和37年 4月 1日生）」を対象に接
種を行う予定です。
　栃木市では、該当の方に 7 月中旬から接種券（クーポン券）を
送付します。「基礎疾患のある方」「高齢者施設等従事者」は、事
前に申込が必要です。接種を希望する方は、下記をご覧のうえ申
込をお願いします。

※�今回は、接種券送付のための申込です。集団接種や個別接種の予
約は、別に行う必要があります。集団接種の予約については、準
備が整い次第お知らせします。
※�新型コロナウイルスワクチンの接種対象年齢が 12 歳以上となり

ました。今回の「基礎疾患のある方」の優先接種の対象年齢も、
12歳以上となります。
※�高齢者施設等に従事する60歳未満の方が優先接種を受ける場合
は、接種券のほかに、高齢者施設等が発行する「証明書」が必要です。

１. 以下の病気や状態の方で、通院・入院している方
・慢性の呼吸器の病気
・慢性の心臓病（高血圧を含む）
・慢性の腎臓病
・慢性の肝臓病（肝硬変等）
・�インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病�又は�他の病気を併発し
ている糖尿病
・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
・�免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性
腫瘍を含む）
・�ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
・�神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸

障害等）
・染色体異常
・�重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
・�睡眠時無呼吸症候群
・�重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害
者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院
医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育
手帳を所持している場合）

２. 基準（ＢＭＩが 30 以上）を満たす肥満の方
・BMI値の計算方法
��ご自分の身長をcm⇒メートルにして、下記のように計算します　
��ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

接種券の申込が必要な方（以下のすべての要件を満たす方）

　※１　�該当となる「高齢者施設等」の種類は、市ホームページでご確認ください。
　※２　�今年度12歳になる方が実際に接種を受けられるのは、12 歳の誕生日の前日からとなります。

・下記の基礎疾患のいずれかに該当する方  または   高齢者施設等（※１）に従事している方
・令和 4 年 3 月末で 12 歳（※２）～５９歳の方　（昭和 37 年 4 月２日～平成 22 年 4 月１日生まれの方）
・栃木市に住民登録がある方

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（集団接種の予約、キャンセル、一般的な相談）
　☎（21）２４１８　受付時間�：平日�９時～17時
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　毎日24時間受付（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）

厚 生 労 働 省 通 知
令和3年5月24日

申
込
方
法

①インターネット申込 お手持ちのパソコン・スマートフォン・タブレットからネットで申込
右のＱＲコード�または�市ホームページのワクチンのページから専用ページへ

② ＦＡＸ・郵送・　
窓口提出

所定の「ワクチン接種券送付申込書」に必要事項をご記入のうえ、提出ください。
申込用紙配布場所　�市ホームページ（ダウンロードして印刷）、
　　　　　　　　　下記の提出先窓口、市内の各医療機関
提出先　ＦＡＸ・郵送 　FAX番号・郵送先は、申込書に記載してあります。
　 　 � 窓 口 提 出　  健康増進課（栃木市保健福祉センター内・今泉町2丁目）
�　　　　　　　　　　��健康増進課サテライト窓口（市役所本庁舎2階）
　　　　　　　　　　　各総合支所地域づくり推進課

へ

※上記以外の方のワクチン接種については、今後、市ホームページや新聞折込チラシなどでお知らせいたします。

申込期限 6 月 30 日（水）必着 ※期限後のお申し込み分については、7月中旬以降随時発送します。


