
新型コロナウイルス(しんがた ころなういるす) ワクチン(わくちん)の 注

射(ちゅうしゃ) について 

 

６５歳(さい)以上(いじょう)の 人(ひと)に ワクチン(わくちん)の 注射

(ちゅうしゃ)を 受(う)けるための 接種券(せっしゅけん)を 郵便(ゆうび

ん)で 送(おく)ります  

 

ワクチン(わくちん)の 注射(ちゅうしゃ)は ６５歳(さい)以上(いじょう)の

人(ひと) の 中(なか)で 高齢者施設等(こうれいしゃ しせつ など)に 

入（はい）っている人(ひと)から 始（はじ）めます 

 

そのほかの ６５歳(さい)以上(いじょう)の 人(ひと)に ５月(がつ)から 

ワクチン(わくちん)の注射(ちゅうしゃ)を 受(う)ける ための 接種券(せ

っしゅけん)を 順番(じゅんばん)に 郵便(ゆうびん)で 送(おく)ります 

 

 

新型コロナウイルス(しんがた ころなういるす) ワクチン(わくちん)の 注

射(ちゅうしゃ) について 

 

新型コロナウイルス(しんがた ころなういるす) ワクチン(わくちん)は 

２回(かい) 注射(ちゅうしゃ)が 必要(ひつよう)です 

 

２回(かい)とも 無料(むりょう)で 受(う)ける ことが できます 

 

 (１）から（４）の 順番(じゅんばん)で ワクチン(わくちん)の 注射(ち

ゅうしゃ)を 受(う)けます 

 

（１）医療従事者等（いりょう じゅうじしゃ など） 

医者(いしゃ)や看護師(かんごし) など 病院(びょういん)で 仕事

（しごと）を している人(ひと) 

 

（２）６５歳(さい)以上(いじょう)の人(ひと)  

 

（３）６５歳(さい)より 若(わか)い人(ひと)の 中(なか)で 

① 病気（びょうき）を 持（も）っている人(ひと) 

② 高齢者施設等(こうれいしゃ しせつ など)で 仕事(しごと)を し



ている人(ひと) 

 

（４）上(うえ)に書(か)いてある（１）から（３）ではない 人（ひと） 

 

ワクチン(わくちん)の注射(ちゅうしゃ)を 受(う)ける ための 接種券

(せっしゅけん)を 順番(じゅんばん)に 郵便(ゆうびん)で 送(おく)ります  

 

 

ワクチン（わくちん）の 注射（ちゅうしゃ）を 受(う)ける ところ 

 

ワクチン（わくちん）の 注射（ちゅうしゃ）は 家（いえ）の 近（ちか）

くの 病院で 受(う)けることができます くわしくは ホームページ(ほー

むぺーじ)や 広報(こうほう)ふなばしで 知(し)らせます もうすこし 待

(ま)って いて ください 

 

接種券(せっしゅけん)が 届（とど）いて あなたが ワクチン（わくちん）

の 注射（ちゅうしゃ）を 受(う)ける 順番(じゅんばん)になったら 受

(う)ける ところに 電話（でんわ）で 予約（よやく）をします 

 

 

注意（ちゅうい）して ください 

 

市役所（しやくしょ）や 保健所（ほけんじょ）の ふりをして 嘘（うそ）

の電話（でんわ）や メール（めーる）が あるかもしれません  

 

「新型コロナウイルス(しんがた ころなういるす)の ワクチン(わくちん)を 

注射(ちゅうしゃ)するために 予約（よやく）の お金(かね)を 払（はら）

ってください」と 言（い）われたら 嘘（うそ）です 

 

すぐに 警察（けいさつ）１１０番（ばん）に 相談(そうだん)して くだ

さい 

 

 

コールセンターについて 

 

新型コロナウイルス(しんがた ころなういるす)の ワクチン(わくちん)につ



いての 質問(しつもん)や 相談(そうだん)は 下(した)に 書(か)いてある

ところに 電話(でんわ)して ください 

  

 船橋市(ふなばしし)新型コロナウイルス(しんがた ころなういるす) 

ワクチン(わくちん)接種(せっしゅ)・相談(そうだん) 

特設(とくせつ)コールセンター(こーるせんたー) 

         

電話（でんわ）：０５０－５５２６－１１４２ 

 

午前(ごぜん)８時(じ)から午後(ごご)５時(じ) 

土曜日(どようび)と 日曜日(にちようび)や 祝日(しゅくじつ)も 

電話(でんわ)を することが できます 

 

ワクチン（わくちん）の 注射（ちゅうしゃ）を 受(う)ける 予約（よやく）

は できません 

 

 

注射（ちゅうしゃ）をしたあとの 副反応（ふくはんのう）について 

 

新型コロナウイルス(しんがた ころなういるす) ワクチン(わくちん)の注射

(ちゅうしゃ) を 受(う)けたあとで 体（からだ）の調子（ちょうし）が 悪

（わる）くなる人（ひと）が ときどきいます 頭（あたま）が 痛（いた）

くなったり  熱（ねつ）が出（で）たり するかもしれません これを 副

反応（ふくはんのう）といいます 副反応（ふくはんのう）が出（で）たとき

は 注射(ちゅうしゃ) を 受(う)けたところに 相談(そうだん)してくださ

い 

コールセンター(こーるせんたー)も あります 

 

千葉県(ちばけん)新型コロナウイルス(しんがた ころなういるす) 

ワクチン(わくちん) 副反応（ふくはんのう）専門（せんもん）相談(そうだ

ん) 窓口(まどぐち) 

         

電話（でんわ）：０３－６４１２－９３２６ 

 

２４時間 いつでも 電話(でんわ)を することが できます 

土曜日(どようび)と 日曜日(にちようび)や 祝日(しゅくじつ)も 



電話(でんわ)を することが できます 

 

よくある質問（しつもん） 

 

Ｑ．新型コロナウイルス(しんがた ころなういるす) ワクチン(わくちん)の

注射(ちゅうしゃ)は 必（かなら）ず 受（う）けなければなりませんか 

Ａ．受（う）けたい人（ひと）だけ 受（う）けることができます いい点（て

ん） と 悪（わる）い点（てん）を よく考（かんが）えて 自分(じぶ

ん)で 決（き）めてください 

    

いい点（てん） 新型コロナウイルス(しんがた ころなういるす)に かか

りにくくなります 

悪（わる）い点（てん） 注射(ちゅうしゃ)を 受（う）けたあとで 体（か

らだ）の調子（ちょうし）が 悪（わる）くなるかもしれませ

ん 

 

Ｑ．注射(ちゅうしゃ)は 何回（なんかい） 受（う）けますか 

Ａ．「ファイザー（ふぁいざー）」という 会社（かいしゃ）の ワクチン(わく

ちん)は ２回（かい） 受（う）けます １回目（かいめ）に 注射(ち

ゅうしゃ)をしてから ３週間（しゅうかん）待（ま）って ２回目（かい

め）の 注射(ちゅうしゃ)をします もし ３週間（しゅうかん）あとで 

注射(ちゅうしゃ)が できなかったときは できるだけ 早（はや）く 注

射(ちゅうしゃ)を 受（う）けてください 

 

Ｑ．だれが ワクチン(わくちん)の 注射(ちゅうしゃ)を 受（う）けること

ができますか 

Ａ．「ファイザー（ふぁいざー）」という 会社（かいしゃ）の ワクチン(わく

ちん)は １６歳(さい)以上(いじょう)の 人(ひと) が 受（う）けるこ

とができます 

 

  次（つぎ）の人（ひと）は いつも 行（い）く 病院（びょういん）に 

相談（そうだん）してください 

（１）妊娠（にんしん）している人（ひと）や 妊娠（にんしん）している

かもしれない人（ひと） 

（２）授乳中（じゅにゅうちゅう）の人（ひと） 

（３）今（いま） ほかの病気（びょうき）を治（なお）している人（ひと）



や 薬（くすり）を 飲（の）んでいる人（ひと） 

 （４）アレルギー（あれるぎー）を 持（も）っている人（ひと） 

 

新型コロナウイルス(しんがた ころなういるす) に かかった人(ひと) も 

受（う）けることができますが 病院（びょういん）に 相談（そうだん）し

てください 

 

 

日本語(にほんご)が よくわからない人(ひと)や 自分(じぶん)の 国(くに)

の言葉 (ことば)で 話(はなし)をしたい人(ひと)は 船橋市外国人総合相談窓

口（ふなばしし がいこくじんそうごうそうだんまどぐち）に連絡(れんらく)し

てください 

船橋市外国人総合相談窓口（ふなばしし がいこくじんそうごうそうだんま

どぐち） 

電話（でんわ）：０５０－３１０１－３４９５ 

午前(ごぜん)９時(じ)から午後(ごご)５時(じ) 

土曜日(どようび)と 日曜日(にちようび)や 祝日(しゅくじつ)は 休(やす)

みです 

 

このほかに 国(くに)や 千葉県(ちばけん)も ワクチン(わくちん)の質問

(しつもん)や 相談(そうだん)が できる コールセンター(こーるせんたー)

を つくって います 

くわしいことは「相談(そうだん)窓口(まどぐち)一覧(いちらん)」を見(み)

てください 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/korena/001/p079480.html 

 

 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/korena/001/p079480.html

