
　新型コロナウイルス感染症にかかった場合の「重症化予防」を目的に、新型コロナワクチンの４回目接種
を実施します。
 対象　新型コロナワクチンの３回目接種後５カ月を経過した人で、次の（１）または（２）に該当する人

　１～４回目の接種を希望する人が対象です。詳細は、町
新型コロナワクチンコールセンター☎028（678）8773へ
お問い合わせください。

　新たに60歳を迎える人には、誕生月翌月の上旬に接種
券を発送します。

60歳以上の人

基礎疾患を有する人

重症化リスクが高いと医師が認めた人
※事前に医師への確認が必要です。

18～59歳で、基礎疾患
等を有する人
※申請が必要です。

（１）

申請受付後、４回目接種可能時期に応じて順次発送します。
予約方法などは、接種券に同封の案内をご確認ください。

３ページ記載の一覧をご確認ください。

診断書等の証明書は必要ありません。
接種の際に、予診票の質問事項欄に基礎疾患を記載してください。

受付中

電話

郵送

申請期間

申請方法

接種券の発送

対象となる基礎疾患等

基礎疾患等の確認方法

（２）

町ホームページ▶

新型コロナウイルス関連情報 問新型コロナウイルス感染症対策係 ☎028（678）8773

新型コロナワクチン接種に関する情報（５月25日現在）
新型コロナワクチン４回目接種について

町集団接種について

※接種時期に合わせて順次発送予定です。
※２、３月に３回目のワクチンを接種した人は、
あらかじめ接種日時等を町で指定します。

　医療機関での個別接種を希望する場合や都合
がつかない場合、接種を希望しない場合は、
予約の変更や取り消しができます。詳しく
は、接種券に同封の文書をご確認ください。

※対象の時期になっても接種券が届かない場合
は、町新型コロナワクチンコールセンター☎
028（678）8773へご連絡ください。

【１】以下の病気や状態で、通院／入院している人
 １． 慢性の呼吸器の病気
 ２． 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
 ３． 慢性の腎臓病
 ４． 慢性の肝臓病（肝硬変等）
 ５． インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
 ６． 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
 ７． 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
 ８． 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
 ９． 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
 10． 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）
 11． 染色体異常
 12． 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態）
 13． 睡眠時無呼吸症候群
 14． 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 30 以上）を満たす肥満の人
・ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）
※BMI30の目安：身長170㎝で体重約87㎏、身長160㎝で体重約77㎏

（１）60歳以上の人の接種券等の発送スケジュール

（２）基礎疾患等を有する人（18～59歳）の申請方法

３回目接種
完了時期

接種券等
発送時期 予約開始時期

令和３年12月

令和４年１月

令和４年２月

発送済

６月

令和４年３月 ７月

令和４年４月 ８月 接種券が届き次第

接種券が届き次第

予約不要
（町が指定します）

■６月（規模を縮小して実施します）

6月12日（日）

6月19日（日）

実施日

ファイザー社製

使用ワクチン

【場所】 町農業者トレーニングセンター
【時間】 9:00 ～ 11:00

実施場所・時間

■７月

基礎疾患等を有する人の範囲について

受 付 時 間
火・水・木曜日

日曜日

13:30～16:00

9:00～11:30

実 施 場 所 町農業者トレーニングセンター

使用ワクチン ファイザー社製・モデルナ社製

実 施 曜 日 火・水・木・日曜日（祝日除く）

開 始 日 7月5日（火）

　芳賀町に転入する前に３回目のワクチン接種をした人で、４回目接種の対象者に該当する場合には、町新型
コロナワクチンコールセンター☎028（678）8773に電話、または「接種券発行申請書」を郵送してください。

注意　他市町村で３回目接種を受けた後に芳賀町へ転入した人へ

町新型コロナワクチンコールセンターへ電話
☎028（678）8773（平日8:30～17:00）

「接種券発行申請書」を記入の上、町健康福祉課
新型コロナウイルス感染症対策係宛て郵送
※申請書は町ホームページでダウンロードできます。

〈芳賀町の新型コロナワクチン接種率〉
３回目接種率：74.0%（接種者：10,341人）
※５月25日現在、対象：12歳以上の町民
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