
2回目の接種は1回目から3～4週間間隔を空けます。

対応内容 受付時間

9：00～21：00
（土日祝日を含む）

24時間
（土日祝日を含む）

新型コロナウイルスワクチン接種に
関する専門的な相談（ワクチン接種
後の副反応など）
発熱などの症状があり、かかりつけ医や
最寄りの医療機関に連絡できないときに
受診できる医療機関を知りたいとき

接種順位

1

2

3

4

対　象　者

医療従事者等

高齢者（令和３年度中に65歳以上に達する人）

基礎疾患のある人、高齢者施設等の従事者

それ以外の人

新型コロナウイルス関連情報

対　　象／町内在住者
対象の検査内容と助成金額／
 PCR検査：1万円（補助上限額）
 抗原定量検査：3,500円（補助上限額）
 ※年度内一人につきいずれか１回限り
対象期間／4月1日～令和4年3月31日
申請期限／検査実施日から30日以内
申請手続きの流れ／
 ①医療機関の窓口で検査費用を全額支払う
 ②健康福祉課窓口に必要書類を持参し、

申請手続きを行う
必要書類／PCR検査等の領収書、検査を実施したこ

とを証明する書類の写し、印鑑、受検者
名義の振込口座がわかるもの

 ※お子さんなどの場合は保護者名義の振込口座
そ の 他／保険診療の検査は対象外

接種の対象／16歳以上の人
接種順位／ワクチンは徐々に供給が行われることから、

下表の順に接種を進めていく見込みです。

接種回数／1人2回
接種会場／集団接種は、農業者トレーニングセンター

を予定しています。医療機関で接種する
個別接種の実施については、現在、町内
医療機関と調整中です。

Ｑ：芳賀町ではいつごろから接種できますか？
Ａ：５月の連休明け頃から接種開始を予定しています。

Ｑ：集団接種は毎日行いますか？
Ａ：集団接種は毎週火・水・木曜日と月２回の日
曜日を計画しています。

　　受付は13:30～15:30の予定で、予約時には受付
時間も予約します。

Ｑ：持病があって定期的に病院に行っている人は
　　どうすればよいのですか？
Ａ：病気で治療中の人やアレルギーをお持ちの人は、
接種を慎重に検討した方がよい場合があります
ので、かかりつけ医等にご相談ください。

　接種を希望する場合は事前予約が必要です。町の
集団接種の予約方法は、電話またはインターネットの
2通りを予定しています。具体的な方法は、詳細が決
まり次第ご案内します。

通知を受け取る
　通知が届いたら、クーポン券（接種券）、予診票、
案内通知などが入っているかご確認ください。

接種１回目の予約をする
　町コールセンターへ電話またはインターネットで、
接種日時を予約。

ワクチン接種（１回目）
　予約した日時に接種会場へ行き、医師による予診
後、接種を受ける。

接種２回目の予約をする
　町コールセンターへ電話またはインターネットで、
　2回目であることを申し出し、接種日時を予約。

ワクチン接種（２回目）
　予約した日時に接種会場へ行き、医師による予診
後、2回目の接種を受ける。

接種完了
　接種内容を記録した予防接種済証を発行します。
大切に保管してください。

芳賀町
独自

問健康福祉課新型コロナウイルス感染症対策係 ☎028（678）8773

ＰＣＲ検査等の費用を
助成します

新型コロナウイルスワクチン
接種の流れ（集団接種の場合）

新型コロナウイルス
ワクチン接種について

　４月１日に「町新型コロナワクチンコールセンター」
を開設しました。町におけるワクチン接種に関するお
問い合わせに対応していきます。

町新型コロナワクチンコールセンター
☎028（678）8773

受付時間／平日8:30～17:00
※専門的な相談については、次の栃木県や厚生労
働省のコールセンターへお問い合わせください。

栃木県〈受診・ワクチン相談センター〉
☎0570（052）092

厚生労働省〈新型コロナワクチンコールセンター〉
☎0120（761）770

受付時間／9:00～21:00（土日祝日を含む）
対応内容／新型コロナウイルスワクチン全般に関す
る問い合わせ等

　新型コロナウイルスワクチン接種についての一般
的な情報は、厚生労働省ホームページや首相官邸
ホームページなどでご確認できます。

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000121431_00218.html

首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/
kansensho/vaccine.html

不審な電話に注意
　新型コロナウイルスワクチン接種のために必要と語り、
金銭や個人情報をだまし取ろうとする電話が確認されて
います。ワクチン接種に費用が掛かることはありません。
　少しでも不安を感じたら、芳賀地区消費生活セン
ター☎0120（797）188にご相談ください。

町新型コロナワクチン
コールセンター開設

感染者やその家族、医療従事者等の人権を尊重し
差別的な取り扱いはやめましょう

・無症状、無自覚で訪れた店舗が、謝罪や賠償を強
　要する
・勤務先の病院で感染者が発生したことを理由に、
　子どもの保育園等の利用を拒否する
・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表、
　非難する
・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して、
　来店を拒否する
・感染したことを理由に解雇する
・回復したのに出社拒否する

　新型コロナウイルス感染症に関する
偏見や差別を防止するための規定が設
けられました。

新型コロナウイルス感染症対策推進室
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