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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
※4月7日（水）時点の情報をもとにまとめたものです

新型コロナワクチン接種
ワクチンの接種により、感染症に対する免疫がつくられ、発症や重症化を予防する

最新の情報は
市ホームページを
ご確認ください

ことができます。自分自身や大切な人を守るため、ワクチン接種を受けましょう。
ワクチンに関するご質問やご相談は、コールセンターで受け付けています。

問神栖市新型コロナワクチン コールセンター
※月〜金曜日
（祝日を除く） 午前9時〜午後5時

10120-351-158

新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチーム
（健康増進課内）

0570-033-010

現在、国から示されている優先順位は次のとおりです。

接種の優先順位

❶医療従事者など
❷高齢者
（1957年4月1日以前に生まれた方）
※県からの要請により、高齢者施設の入所者・従事者へ
の優先接種を実施
❸基礎疾患のある方・高齢者施設などの従事者
❹上記以外の方
（現時点では16歳以上の方）
市では、皆さんがスムーズにワクチン接種ができるよ
う、県や医療機関と調整しながら準備を進めています。

接種までの流れ

接種対象者に接種券
（クーポン券）
が届く

ワクチンの供給が決定したら
予約開始
（個別通知や広報紙、
ホームページなどでお知らせ）

※2回の接種が必要です

接種場所
を確認

予約

接種

接種券・予診票・本人確認ができるものを持参

市民の皆さまへ
この広報かみす臨時号は、新型コロナワクチン接種に関する大切なご案内を、すべて
の市民の皆さまにお届けするため、市内全戸へ郵送しております。
国からのワクチン供給が決定し次第、市民の皆さまの予約受付を開始し、神栖医師会
および市内医療機関のご理解とご協力をいただきながら接種を実施してまいります。皆
さま方には引き続き、感染症対策へのご協力をよろしくお願い申し上げます。
神栖市長

石田

進

ワクチン接種の方法は
「個別接種」
と
「集団接種」
の2種類です！
優先順位の高い高齢者から順次、接種券
（クーポン券）
を送付しています。
国から市へのワクチンの供給が決定し次第、予約受付を開始します。予約受付を開始する際は、個別
通知や広報紙、市ホームページなどでお知らせしますので、予約の上、接種を受けてください。
持参物＝接種券（クーポン券）
・予診票
（事前に記入）
・本人確認ができるもの
（免許証、健康保険証など）

個別接種（かかりつけ医などによる接種） 予約受付開始後、医療機関へ電話などで
直接予約

ワクチン接種が可能な市内医療機関
医療機関名

所在地

医療機関名

所在地

白十字総合病院

賀

東部地区健康管理クリニック

城之内医院

筒井

かみす中央メディカルクリニック 知手

坂本医院

平泉

武藤小児科医院

知手中央一丁目

鹿嶋ハートクリニック

平泉

かしまなだ診療所

知手中央三丁目

にへいなかよしクリニック

平泉

神栖済生会病院

知手中央七丁目

五郎台ファミリークリニック

深芝南二丁目 すずきクリニック

東和田

土合南一丁目

皮フ科内科クリヤマクリニック 神栖一丁目

済生会土合クリニック

土合本町一丁目

牧医院

神栖一丁目

渡辺病院

土合本町二丁目

あきら医院

大野原五丁目 永木外科胃腸科医院

矢田部

児玉医院

木崎

小田医院

波崎

人見医院

芝崎

済生会波崎診療所

波崎
順不同

※ワクチンに関する質問や相談は、コールセンター
（10120-351-158）
へお願いします

集団接種（公共施設での接種）
コ
 ールセンター
（10120-351-158）
へ電話予約、またはQRコードからウェブ予約
※接種の日程は個別通知や市ホームページをご確認ください
かみす防災アリーナ

集団接種会場（いずれかを選んで予約してください）

保健・福祉会館

かみす防災アリーナ

至鹿嶋
神栖
中央公園
国道124号

鹿島セントラルホテル
至小見川

体育室

やなぎ通り
太田交差点

波崎三中
京七
ファミリーマート
至銚子
国道124号

波崎東ふれあいセンター
体育館

若松公民館

高速バス停留所

至潮来

市役所

神栖郵便局

至銚子

国道124号

神栖警察署

セブン - イレブン
ゆ〜ぽ〜とはさき

神之池

波崎海岸
はさき
生涯学習
センター

波崎
体育館

セブンイレブン
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住所地（住民票所在地）以外で接種する場合
原則、住所地で接種
を行ないます。ただし、
長期入院しているなど
やむを得ない事情があ
る場合は、住所地以外
での接種ができます。

接種を受ける医療機関のある市町村
へ申請が必要な方
●出産のため里帰りしている妊産婦
●遠隔地へ下宿している学生
●単身赴任者 など
接種
全国共有
クーポン券

ワクチン接種

Q＆A

（厚生労働省・ファイザー株式会社ホームページより抜粋）

Q 費用はどのくらいですか？

A 全額公費で接種を行なうため、無料です。

Q す
 でにウイルスに感染している人は接種しなくて
A

Q
A

Q
A

良いのですか？
これまで感染した人も、接種を受けることがで
きます。ただし、受けた治療の内容によって、
治療後から接種まで一定の期間が必要な場合も
ありますので、まずは主治医にご相談ください。
副反応はどんなものがありますか？
注射部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、
寒気、下痢、発熱などが現れることがあります。
1回目の接種より、2回目の接種時に高い頻度で
現れます。また、接種直後から30分以内に、急
性のアレルギー反応
「アナフィラキシー」を発症
することがまれにあります。
副反応が出たらどうしたらよいですか？
接種を受けた医療機関や、かかりつけ医に相談
してください。

市町村への申請が不要な方
●長期入院・長期入所者
●基礎疾患のある方が、他市町村の主
治医の下で接種する場合
●災害による被害を受けた方
●拘留または留置されている方、受刑者

自宅以外の住居
（単身赴任者など）

Q 接種するワクチンはどのようなものですか？

A 現在供給が予定されているのは、ファイザー社製

のワクチンです。ワクチンの効果を十分に得るた
め、通常20日の間隔を空けて2回の接種を受ける
必要があります。
Q ワ
 クチン接種を受けられないことはあるのですか？
A 次のような方は受けることができません。
●明らかに発熱している方（37.5℃以上）
●重い急性疾患にかかっている方
●ワクチンの成分に対しアナフィラキシーなど重
度の過敏症の既往歴のある方 など
また、次の項目に当てはまる方は、接種の際に注
意が必要といわれています。
●過 去に免疫不全の診断を受けた方や、近親者に
先天性免疫不全の方がいる方
●心 臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの
基礎疾患がある方
●過 去に予防接種を受けて、2日以内に発熱や全
身性の発疹などの症状が出た方
●過去にけいれんを起こしたことがある方 など

感染症の影響を受けている市民の皆さんへの支援

感染症拡大防止のため、窓口へお越しいただく前に

生活費の貸し付けは、申請期限が6月末まで延長されました。
ご連絡ください
※必要書類など、詳しくは社協ホームページを
ご確認いただくか、お問い合わせください
申
問・問神栖市社会福祉協議会☎0299-93-0294

特例緊急小口資金（上限20万円・無利子）
当面の生活費貸し付け
申請から貸し付けまで状況により、3週間程度必要です
対象＝感染症の影響により収入が減少した世帯

〈貸付条件〉
据置期間＝貸付日から1年
償還期限＝据置期間経過後、2年

特例総合支援資金（月額上限20万円・無利子・原則3カ月）
生活再建までの生活費貸し付け
申請から貸し付けまで状況により、3週間程度必要です
対象＝感染症の影響により失業もしくは収入が減少した世帯

〈貸付条件〉
据置期間＝貸付日から1年
償還期限＝据置期間経過後、10年

住居確保給付金（家賃相当額・原則3カ月）
上限＝単身世帯34,000円、2人世帯41,000円、3人世帯44,000円
※不動産業者などの指定口座へ直接振り込み
対象＝2年以内に離職・廃業・休業した方（所得制限、金融資産上限などがあります）
3
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神栖市小規模事業者支援プレミアム付商品券
今年も

神栖つかエールクーポン販売！ 神栖市独自

感染症拡大により売上げが減少している市内小規模店

を支援するため、今年も神栖つかエールクーポンを販売
します。

申
問・問神栖市商工会☎0299-92-5111
〒314-0121 神栖市溝口4991
問企業港湾商工課☎0299-90-1182

販売内容＝13,000円分
（1,000円券13枚綴り）
のクーポン券を10,000円で販売
発行数＝30,000冊

※購入は市民1人につき1冊のみ

3,000円お得！

利用できるお店＝市内に本店のある小規模店
（常時勤務する
従業員が20人以下）
で、取扱加盟店として登録された店舗
使用期間＝6月1日
（火）
〜11月30日
（火）

購入方法
申込方法＝専用サイトから、または、はがきに
「クーポン購入希望」
と明記し、住所・氏名・年齢・電話番号を記入して郵送

※申し込み多数の場合は抽選の上、当選者に当選通知
（はがき）
を送付します

申込期間＝5月22日（土）〜30日（日） ※消印有効
購入方法＝当選通知と引き換えで、指定された郵便局で購入

※感染症の状況により、スケジュールが変更となる場合があります

詳細はコチラ

高齢者や基礎疾患のある方のPCR検査費用助成
申
問・問長寿介護課☎0299-91-1701

感染時に重症化するリスクの高い方が、希望によりPCR検査を指定の医療機関で受ける場合に、

検査費用の一部を助成します。ただし、発熱などの症状がない方に限ります。
対象＝市内在住で次のいずれかの方

自己負担額＝3,000円

●慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、心血

※事前申し込みのない場合は、助成対象外

●65歳以上

管疾患などの基礎疾患がある

申込方法＝事前に電話で申し込み
助成回数＝1人1回まで

2021年度

新型コロナウイルス感染症対策 第5弾! にかかる予算の概要

神栖市独自

※生活困窮者自立支援事業を除く

予算規模

5億9,060万円

市民生活支援

2億4,339万円 2 生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金） 4,622万円 など

事業者支援

5/1

2021（令和3年）

かみす

1 小・中学校給食費の無償化

3億1,189万円

1億9,567万円

1 神栖つかエールクーポンの販売 1億500万円
2 新・かみスポ合宿でキャッシュバックキャンペーン 6,959万円
3 病院経営基盤強化支援補助金 1億円 など
新型コロナウイルス感染症対策消耗品や備品の購入、

その他
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※

3,532万円 網戸設置工事など
臨 時 号
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紙面のQRを読み取ると、市ホームページなどが表示さ
れます（通信料がかかります）
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

