
新型コロナ
ワクチン

コロナワクチン情報

（町ホームページ内）

3回目接種（追加接種）を開始します

03 追加接種は1・2回目同様に、強制ではありません

※この情報は令和3年12月24日時点の情報です。最新の情報は町のホームページで確認できます▶▶▶

町
では、新型コロナワクチンの3回目接種（以下、追加

接種）を令和4年1月31日㊊より開始します。追加

接種では、初回接種と異なるワクチンを接種する「交互

接種」が可能となり、国から町に供給されるワクチンが

『ファイザー』と『モデルナ』の2種類になります。両方の

ワクチンを活用することで、2回目の接種を完了した全

ての人に追加接種を実施する体制を確保します。

1 回目 2回目 3回目

ファイザー ファイザー モデルナ

モデルナ モデルナ ファイザー

▶交互接種の例

65歳以上の人の接種日は別途決定通知でお知らせしま

す。ただし、決定通知が送付されるのは、該当施設で7月末

までに接種した人です。その他の人で町会場での接種を

希望する人は、町コールセンターで予約をしてください。

なお、町で確保が確定しているワクチンの状況から、1月

31日㊊～2月28日㊊は『モデルナ』のワクチンを使用し、3

月1日㊋～31日㊍までは『ファイザー』を使用します。3回

目の接種は2回目の接種を受けた日に応じて決定します。

接種するワクチンの種類は決定通知をご確認ください。

01 65歳以上の人は1月31日から3月31日に接種日を割り振り

64歳以下の人は、4月頃に町での集団接種を開始します。

接種開始日や予約方法などは、町ホームページやおうら

ワクチンガイドなどで3月頃にお知らせします。なお、医

療機関などで接種をする人は同封の接種券を使用して接

種をしてください。

02 64歳以下の人は4月頃に接種開始予定
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接種予約を開始7月28日㊌から

59歳以下の第
一次分

町では、優先接種の対象者以外の12～59歳の人を対象に接種を開始します。7月28日㊌から第一次分

の予約受付を開始し、1回目の接種を8月2日㊊から始めます。

01 7月28
日から予約開始

、8月2日から接
種開始

接種会場は町民体育館とおうら病院の２カ所です。接種日は町民体育館が月・木・土曜日で、おうら病院が

月・火・水・金曜日です。受付後接種完了までには1時間程度かかります。なお、どちらの会場も、ファイザー

社のワクチンを使用します。予約方法は同じで、会場への直接の問い合わせ・申し込みはできません。

02 接種は2つの会
場から選択でき

ます

※この記事は
7月12日時点

までの情報で
作成していま

す。

町内在住の12
～59歳の人

対象者

7月28日㊌午前
8時30分

予約受付開始

8月2日㊊～21
日㊏

接種予約枠（第
一次分）

8

①町民体育館（
篠塚1423-1）

接種会場

月・木・土曜日
接種日

午後0時30分～
2時45分

受付時間

月・火・水・金曜
日

接種日

午後3時45分～
4時

受付時間

②おうら病院（
篠塚3233-1）

接種会場

※ワクチン接
種は強制では

ありません。接
種には副反応

があります。ご
自分の体調な

ども

含めて検討い
ただき、最後は

ご自分の判断
で受けるか受

けないかを決
めてください

。

LINEのみ（詳細
は裏面に記載）

予約方法

邑楽町新型コロ
ナワクチンコー

ルセンターＧ0276-4
7-5033

※電話での受付はありません。
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9月28日が予約締切
接種枠に空きがあります

町の集団接種は

※この記事は9月6日時点までの情報で作成しています。

町では、10月末までに接種を希望する人全員の接種完了

を目指して、町民体育館、おうら病院、邑楽町共同福祉施

設（職域）の３会場で接種を進めています。9月6日現在の

ワクチン接種率（接種見込み含む）は、接種対象者全体の

72％に達しています。特に、

重症化しやすいと言われる高

齢者や基礎疾患を持つ人の多

くが接種を済ませています。

◆◆ 対象者の7割超が接種する見込み01

邑楽町のワクチン接種率（見込み含む）の世代別割合

8月30日から第二次の接種予約を開始しましたが、接種

を終えた人が増えてきたことなどから、今のところは接

種枠に余裕がある状況です。このような状況を踏まえ、町

の集団接種は10月23日㊏で終了します。なお、1回目の接

種は10月2日㊏が最終日です。

◆◆ 10月中旬で町の集団接種は終了02

※上記は町の集団接種のスケジュールです。県や国の接種

日程とは異なります。

町の集団接種町の集団接種のスケジュール

1回目

接種開始

99 1313//

1回目

接種最終日

1010 22//

町の集団接種

終了日

1010 2323//

町の集団接種は、現在もLINEまたは役場特設窓口で予約

を受け付けています。締切は９月28日㊋です。LINEでの

申込方法は、接種券と一緒の封筒でチラシを送付してい

ますので、そちらをご確認ください。なお本人以外のスマ

ホなどでも接種予約ができます。また、スマホを持ってい

ない人やLINEの操作に不安がある人は、役場特設窓口で

受け付けています。

◆◆ 集団接種の予約は9月28日㊋まで03

9月28日㊋まで

町の集団接種の予約締切 受け付けは

LINEのみ

役場特設窓口での予約　※接種券が必要。

開設日時

※土・日曜日、祝日を除く。

9月28日㊋まで　午前8時30分～午後5時

場　所 役場２階総務課前

Ｇ0276-47-5033
（平日）午前8時30分～午後5時

邑楽町新型コロナワクチンコールセンター問合先

（9月6日時点）

㊊ ㊏ ㊏

LINE友だち追加用QRコード群馬県デジタル窓口▶
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10月25日から再開
ワクチン接種予約受付を

満12歳以上の未接種者向けの

※この記事は10月12日時点までの情報で作成しています。

Ｇ0276-47-5033（平日）午前8時30分～午後5時

邑楽町新型コロナワクチンコールセンター

問合先

※ワクチン接種は強制ではありません。接種には副反応があります。ご自分の体調など

も含めて検討いただき、最後はご自分の判断で受けるか受けないかを決めてください。

10月25日㊊から
▶予約開始日

電話
窓口

または▶受付時間
※土・日曜日、祝日を除く。

午前8時30分～午後5時

※予約時は接種券が必要です。

接種の予約は町コールセンターへの電話（Ｇ47-5033）ま
たは役場特設窓口（役場２階総務課前）で受け付けます。
※小学6年生は、12歳の誕生日を迎えた月から受付を行い、
翌月の接種日を案内します。

◆◆ 予約方法は電話か特設窓口で
03

現在国では、ワクチンを２回接種した人への追加接種（3回目）を検討中です。実施が決まれば、町でも適切な時期に接種ができるよう準備を進めていきます。詳細については、決定次第、町ホームページや広報おうら、ワクチン接種ガイドなどでお知らせします。※今回の予約再開は追加接種のものではありませんのでご注意ください。

◆◆ 接種済みの人への追加接種
04

接種会場は邑楽町保健センターとおうら病院の２会場
で、年齢によって会場が異なります。接種の日時について
は、予約受付時に決定しますが、希望する日の予約者が一
定の人数に達しない場合は、接種日が多少前後する場合
がありますので、あらかじめご承知おきください。

◆◆ 接種会場は2会場
02

※接種日の決定は予約数によるため、毎週の実施ではありません。

会場 ①邑楽町保健センター ②おうら病院

対象 満 12歳～ 15歳
（小学 6年生～中学 3年生）

15歳以上

（高校 1年生以上）
接種日 原則として月曜日の午後 水曜日の午後

町では、これまで町内の３会場で接種を進めてきまし
た。接種が進んだことで新規の接種申込者が少なくなっ
てきたことから、町の集団接種は9月28日で申込受付を
終了しました。しかし、今後誕生日を迎えて接種対象年齢
である12歳になる児童や、これまで諸事情で接種を受け
られなかった人もいるため、11月以降も小規模な接種会
場を設け、対応していきます。

◆◆ 11月以降もワクチン接種を継続
01
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邑楽町のワクチン接種率（見込み含む）の世代別割合（10月8日時点）

町ホームページ

3月頃以下の媒体でお知らせ予定
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今回実施する追加接種は強制ではありません。接種には副反応のリスク

もあることから、自分の体調なども含めて検討し、自分の判断で受けるか

どうかを決めてください。また社会には、体質的にワクチン接種ができな

い人などさまざまな人がいます。そうした人たちへの接種の強制や接種

しない人への差別はあってはなりません。

問合先　邑楽町新型コロナワクチンコールセンターＧ 0276-47-5033（平日）午前 8 時 30 分～午後 5 時

該当施設で7月末までに2回目を接種した人

▶該当施設　邑楽町中央公民館、おうら病院、県央

ワクチン接種センター、東毛ワクチン接種センター

→町から接種日の決定通知を送付

上記以外で2回目を接種した人

→町で接種を希望する場合は町コールセンターへ

自分で電話予約をする

65歳以上の人（S32.4.1生まれ以前）



▶接種当日の持ち物

□　同封の接種済証・予診票（予診票は必ず事前に記入し、切り離さずにお待ちください）

□　身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証、保険証など）

▶接種当日の服装

肩がすぐに出せる服装（半袖Tシャツなど）

※寒い場合は、コートなど上着で調整し、接種時に肩がすぐに出せるよう

　にご協力ください。

07 接種当日の持ち物や服装など

接種日やワクチンの変更を希望する人は町コールセンターにご連絡ください。1月中は電話がつなが

りにくいことも想定されますので、つながらない場合は時間をおいて掛け直してください。

06 接種日の変更やワクチンの変更を希望する人は

▶以下に該当する人は町コールセンターに連絡してください

・決定通知に記載の接種日の変更を希望する

・町会場以外での接種を希望する

・他のワクチンでの接種を希望する

・追加接種を希望しない

邑楽町新型コロナワクチンコールセンター

（平日）午前 8 時 30 分～午後 5 時

Ｇ 0276-47-5033

変更やキャンセルを希望する人は

04 集団接種会場・実施日は下記の通り

05 東毛ワクチン接種センターが開設されます

邑楽町共同福祉施設（中野3197）

接種会場①

月～金曜日の午後（祝日除く）

接種実施日

おうら病院（篠塚3233-1）

接種会場②

月・火・水・金曜日（祝日除く）

接種実施日

旧韮川西小学校（太田市安良岡町51）

接種会場

町の集団接種会場は２カ所です。また、接種実施日は会場ごとに異なります。

町以外の集団接種会場として、東毛ワクチン接種センターが1月15日㊏から開設されます。

予約方法などの詳細は分かり次第お知らせします。

問合先　邑楽町新型コロナワクチンコールセンターＧ 0276-47-5033（平日）午前 8 時 30 分～午後 5 時


