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新型コロナウイルスワクチン接種

1７歳以下の予約方法と注意事項

■予約方法コールセンターのみ
接種会場が限られる為、当面の間はコールセンターのみの受け付けになります。

基礎疾患がある人は、原則かかりつけ医で接種を受けてください。

☎０１２０－６８４－３８９ 受付時間 ： ８時３０分～１７時（土日・祝日も実施）

注意：間違い電話が多発しています。番号の間違いに注意してください！

※上記フリーダイヤルが利用できない場合は、０５０－５５２６－１０８１ へ

■注意事項
ワクチンの効果や副反応などについて保護者とよく相談し、理解したうえで接種を
受けてください。

【１５歳以下】

・接種会場には原則、保護者の同伴が必要です。
・予診票の「被接種者又は保護者自署欄」は保護者が署名してください。
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■副反応などの相談

千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口

☎03-6412-9326（有料） 受付時間 ： 24時間（土日・祝日も実施）

ＦＡＸ043-224-8910

専門的な知識を有する医師のバックアップを受けて、看護師等が24時間体制で相談に

応じる千葉県の相談窓口です。

１２歳～１７歳のワクチン接種には特別な配慮が必要であるため、一般の方とは
予約方法などが異なります。



ワクチン接種予約開始日
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※当番医は都合により変更することがあります。 ※健康保険証を忘れずにお持ちください。
※新型コロナウイルス対応のため、電話で予約してから来院してください。発熱等の症状がある方に
ついては診察をお断りさせていただく場合があります。

夜間・休日当番医など医療機関のご案内 問：地域医療課☎047-366-7771

１ 医科診療
①昼間（9時～17時）在宅当番医

診療日 曜日 主な診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

7/11 日

内科 松戸呼吸器内科クリニック 上本郷2674の8 047-363-1572

内科 染谷医院 新松戸5の157 047-330-5151

皮膚科 八柱皮膚科 金ケ作27の9 フミヤビル3階 047-311-7177

②夜間（18時～23時）夜間小児急病センター ※外科系は待機病院へ
診療日 曜日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

毎日 小児科（内科系） 夜間小児急病センター 千駄堀993-1 047-712-2513

③平日夜間（17時から翌朝9時）土曜・日曜・祝日（9時～翌朝9時）待機病院

診療日 曜日 内科系
小児科

※18時から23時は②の夜
間小児急病センターへ

外科系

7/6 火 新東京病院 市立総合医療センター 千葉西総合病院

7/7 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

7/8 木 東葛クリニック病院 市立総合医療センター 五香病院

7/9 金 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 山本病院

7/10 土 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

7/11 日 新東京病院 千葉西総合病院 千葉西総合病院

7/12 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

7/13 火 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 東葛クリニック病院

7/14 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

待機病院の所在地・電話番号
五香病院 五香8-40-1 047-311-5550

新東京病院 和名ヶ谷1271 047-711-8700

新松戸中央総合病院 新松戸1-380 047-345-1111

千葉西総合病院 金ヶ作107-1 047-384-8111

東葛クリニック病院 樋野口865-2 047-364-5121

市立総合医療センター 千駄堀993-1 047-712-2511

山本病院 小金きよしケ丘2-7-10 047-341-3191

２ 歯科診療
①夜間（20時～23時）休日土曜日夜間歯科診療所 （電話受付22時45分まで）

診療日 曜日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号
7/10 土

歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ヶ花45-53衛生会館２F 047-365-3430
7/11 日

左記の待機病院等は、
テレフォンサービス
（☎047-366-0010）
やホームページで
案内をしています。
※かかりつけ医・薬局
をもちましょう。
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対象者 予約開始日

55歳以上

12歳～54歳のうち下記のいずれかに当てはまる人

①基礎疾患がある人
②高齢者施設等従事者
③子ども関連事業従事者

40歳～54歳 7月　7日㈬ 8：30

12歳～39歳 7月14日㈬ 8：30

随時予約できます
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				受付開始日 ウケツケ カイシ ビ		対象者 タイショウシャ

				５月25日（火）		１回目の予約が5月に入っている人 ヒト

				５月２８日（金） キン		１回目の予約が6月に入っている人 ヒト





Sheet2

				運動公園 ウンドウ コウエン		小学校 ショウガッコウ



								接種会場 セッシュ カイジョウ		予約できる日程 ヨヤク ニッテイ		予約枠数 ヨヤク ワク スウ

								松戸運動公園体育館
小山内科クリニック
島村トータルケアクリニック マツド ウンドウ コウエン タイイクカン コヤマ ナイカ シマムラ		６月１日（火）～３０日（水） ガツ ニチ カ ニチ スイ		約3,600回 ヤク カイ

								小学校体育館 ショウガッコウ タイイクカン		５月３０日（日） ガツ ニチ ニチ		1,800回 カイ

								対象者 タイショウシャ		接種券発送日 セッシュ ケン ハッソウ ビ		予約開始日 ヨヤク カイシ ビ

								12歳～54歳のうち下記のいずれかに当てはまる人
①基礎疾患がある人
②高齢者施設等従事者
③子ども関連事業従事者 サイ サイ カキ ア ヒト キソ シッカン ヒト コウレイシャ シセツ トウ ジュウジ シャ コ カンレン ジギョウ ジュウジシャ		６月30日㈬ ガツ ニチ		7月　5日㈪ 8：30 ガツ ニチ

								40歳～54歳 サイ サイ				7月　7日㈬ 8：30 ガツ ニチ

								12歳～39歳 サイ サイ				7月14日㈬ 8：30 ガツ ニチ
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		和名ケ谷スポーツセンター

		松戸駅東口・和名ケ谷スポーツセンター間



		松戸駅東口発
（イトーヨーカドー前）		スポーツセンター発

		reserved-00x2		reserved-00x2

		reserved-00x2		reserved-00x2

		reserved-00x2		reserved-00x2

		12時20分
※6月1日より運行停止		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		―		reserved-01x2

		松戸運動公園

		八柱駅北口・運動公園間

		八柱駅北口発		松戸運動公園発 マツド

		reserved-00x2		reserved-00x2

		reserved-00x2		reserved-00x2

		reserved-00x2		reserved-00x2

		reserved-00x2		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		―		reserved-01x2

		※運動公園は、乗る場所と降りる場所が異なりますのでお気を付けください。 ウンドウ コウエン



https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/sports/wanagaya_sports/index.htmlhttps://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/sports/unndoukouen.html
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				開設日 カイセツ ビ

				・２回目の予約ができていない人
・76歳以上 カイメ ヨヤク ヒト サイ イジョウ		6月5日㈯～27日㈰の土・日曜 ガツ ニチ ニチ ツチ ニチヨウ

				　70歳以上 サイ イジョウ		6月12日㈯～27日㈰の土・日曜 ガツ ニチ ニチ ツチ ニチヨウ

				　65歳以上 サイ イジョウ		6月19日㈯～27日㈰の土・日曜 ガツ ニチ ニチ ツチ ニチヨウ






Sheet2

				運動公園 ウンドウ コウエン		小学校 ショウガッコウ



								接種会場 セッシュ カイジョウ		予約枠数 ヨヤク ワク スウ

								松戸運動公園体育館
小山内科クリニック
島村トータルケアクリニック マツド ウンドウ コウエン タイイクカン コヤマ ナイカ シマムラ		約3,600回 ヤク カイ

								小学校体育館 ショウガッコウ タイイクカン		1,800回 カイ

								対象者 タイショウシャ		予約開始日 ヨヤク カイシ ビ

								55歳以上 サイ イジョウ		随時予約できます ズイジ ヨヤク

								12歳～54歳のうち下記のいずれかに当てはまる人
①基礎疾患がある人
②高齢者施設等従事者
③子ども関連事業従事者 サイ サイ カキ ア ヒト キソ シッカン ヒト コウレイシャ シセツ トウ ジュウジ シャ コ カンレン ジギョウ ジュウジシャ

								40歳～54歳 サイ サイ		7月　7日㈬ 8：30 ガツ ニチ

								12歳～39歳 サイ サイ		7月14日㈬ 8：30 ガツ ニチ
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