
月夜野総合体育館

受付時間 受付時間

7月 22日 木 13:00～16:00 8月 12日 木 13:00～16:00 

7月 24日 土 13:00～16:00 8月 14日 土 13:00～16:00 

7月 25日 日 8:30～11:30 8月 15日 日 8:30～11:30 

7月 25日 日 13:00～16:00 8月 15日 日 13:00～16:00 

8月 1日 日 8:30～11:30 8月 22日 日 8:30～11:30 

8月 1日 日 13:00～16:00 8月 22日 日 13:00～16:00 

8月 2日 月 13:00～16:00 8月 23日 月 13:00～16:00 

8月 4日 水 13:00～16:00 8月 25日 水 13:00～16:00 

8月 5日 木 13:00～16:00 8月 26日 木 13:00～16:00 

8月 6日 金 13:00～16:00 8月 27日 金 13:00～16:00 

9月 5日 日 8:30～11:30 9月 26日 日 8:30～11:30 

9月 5日 日 13:00～16:00 9月 26日 日 13:00～16:00 

日にち 日にち

１回目 ２回目

観 光 会 館

受付時間 受付時間

7月 19日 月 13:00～16:00 8月 10日 火 13:00～16:00 

7月 20日 火 13:00～16:00 8月 11日 水 13:00～16:00 

7月 29日 木 13:00～16:00 8月 19日 木 13:00～16:00 

7月 31日 土 13:00～16:00 8月 21日 土 13:00～16:00 

日にち 日にち

１回目 ２回目

にいはるこども園

受付時間 受付時間

7月 18日 日 8:30～11:30 8月 9日 月 8:30～11:30 

7月 18日 日 13:00～16:00 8月 9日 月 13:00～16:00 

7月 26日 月 13:00～16:00 8月 16日 月 13:00～16:00 

7月 27日 火 13:00～16:00 8月 17日 火 13:00～16:00 

7月 28日 水 13:00～16:00 8月 18日 水 13:00～16:00 

１回目 ２回目
日にち 日にち

集団接種会場日程表

※今のところ、ファイザー社ワクチンを予定しています。
予防効果を十分得るために３週間の間隔で2回接種することが推奨されています。

◎ 予約受付時間・人数

◎ １回目接種日のみを予約してください。
１回目、２回目接種の日程はセットになっています。

両日とも接種可能な組み合わせの日程をお選びください。

封筒の予約確認表に必ず予約日時を記入してください。

※居住地域にかかわらず、どの会場でも予約いただけます。

２回目接種日は、
１回目と同じ時間
枠で自動予約と
なります。

受付時間は１５分ごとに１５名の定員です。締切は1回目接種予定日の2日前となります。
ただし、定員に達した場合には、受付を終了させていただきます。

◎ 予約のキャンセルについて
１回目接種前に都合が悪くなった場合には、１回目予約をキャンセル（２回目も同
時にキャンセルされます。）し、再度別日程を予約するか、医療機関での個別接種
をご利用ください。
１回目接種後に、やむを得ず２回目の日程の変更が必要になった場合には、LINEで
はなく、必ずコールセンターにご連絡ください。

※ワクチンの配分状況によって、日程・会場等が変更になる場合があります。

◎ 予約開始時期

集団接種会場日程表

対象者 予約開始時期

優
先
予
約

・６０歳以上の人
・基礎疾患のある人
・医療機関等に勤めている人
・高齢者、障害（児）者施設等に勤めている人
・こども園、学校等に勤めている人
・１６歳、１７歳の人(ファイザー社のワクチンのみ受けられます)

７月１日

9:00から

一
般

・１６歳以上の人、どなたでも
７月５日
9:00から

１回目のみ予約

１回目のみ予約

自動予約

自動予約

自動予約

※町外に就労している人も対象です

※

※

※

※予約のキャンセル、お問い合わせ：０５０-５４４５-５３７３（コールセンター）

１回目のみ予約



◎ 基礎疾患のある人とは

基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です

１．以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

(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

又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とが

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．肥満の方（BMI  ３０以上）

BMI＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（m）

BMI 30の目安：身長170ｃｍで体重87kg、身長160cmで体重77kg

■７月末までは６５歳以上の人が優先となります。
■６４歳以下の人の予約時期や接種開始時期は、医療機関によって異なります。

※接種できる時期は、ワクチンの配分状況により
変更になる場合があります

個別接種医療機関一覧表

＜群馬県大規模接種会場＞ ※詳細は別紙参照
県央ワクチン接種センター（Gメッセ群馬）

予約受付開始：６月１７日から
予約受付方法：LINEのみ
ワクチン種類：モデルナ社製

64歳以下の人の
予約開始時期

予約方法 予約受付時間等
電話番号

市外局番 ０２７８

上牧温泉病院
 ６月２８日から
（接種券必要）

窓口予約
　平　日：午後２時～午後４時
【接種日】木・金：午後２時～３時
　　　　　土　　：午前１０時～午前１１時

電話予約不可

たかだクリニック  順次（接種券必要）
窓口予約
電話予約

  月 ～ 土：午前９時～１１時
　月火水金：午後２時～　４時

２５－３０００

竹内医院  順次（接種券必要）
窓口予約
電話予約

　月 ～ 土の診療時間内 ６２－１６７７

月夜野病院  順次（接種券必要） 窓口予約 　月 ～ 金：午前９時～１２時、午後２時～４時 ６２－２０１１

水上医院  順次
電話予約
窓口予約

　月 ～ 土：午前９時～１２時（第1木曜日は休み)
　月火水金：午後２時～　５時

７２－２０３１

山本医院
基礎疾患等:７月１日～
その他の人:７月５日～

電話予約
　月 ～ 土：午前９時～１２時
　月火木金：午後３時～　６時

６４－０４４０

内田病院 ６月中旬から
窓口予約
電話予約

■受診歴がある人：電話予約
　月 ～ 金：午前９時 ～ 午後４時
■初めての人：窓口予約のみ
　月 ～ 金：午前９時 ～ 午後４時

２３－１２３１

江森内科医院
 当面60歳以上及び
 慢性疾患で通院し
 ている人優先

窓口予約
　月 ～ 金：午前９時～１２時３０分
　　　　　　午後２時～　６時

電話予約不可

白根クリニック ６月１４日から 窓口予約
　月 ～ 金：午前９時～午後５時
　土　　  ：午前９時～１２時

電話予約不可

角田外科医院 　７月１日から 電話予約 　月 ～ 金：午後２時～５時
専用電話

２２－１５１５

利根中央病院 　６月下旬から
ホームページ

窓口予約
■ホームページ予約を先行します
■窓口予約はホームページにて案内します

電話予約不可

沼田クリニック  順次（接種券必要）

 ＦＡＸ予約
 電話予約
 院内投函箱

■ＦＡＸ：０２７８-２２-００９９（24時間対応）
■電話：月～土  午前９時～１２時､午後１時～５時
■院内投函箱：診療時間内

専用電話
080-2152-9213
090-5332-1604

沼田脳神経外科循環器科病院  順次（接種券必要） 窓口予約 　月 ～ 土：午後２時～４時３０分 ２２－５０５２

パース整形外科クリニック  順次（接種券必要）
窓口予約
電話予約

■かかりつけの人：電話予約
　月 ～ 金：午前９時～１２時
■上記以外の人：窓口予約のみ
　月 ～ 金：午前９時～１２時

２３－０６７８

矢内整形外科医院  順次（接種券必要）
窓口予約
電話予約

　月 ～ 金：午前９時～１２時
　月火木金：午後２時～　５時３０分
【接種日】火・木・金：午後１時～１時３０分来院
　　　　　土　　　　：午前１１時～１１時３０分

２３－８７１１

片品診療所
基礎疾患等:７月12日～
その他の人:７月19日～

窓口予約
電話予約

　平　日：午前９時～午後４時 ５８－３９１０

星野医院  ７月１日以降
窓口予約
電話予約

　平　日：午前９時～午後４時 ５８－２０１８

川場村 群馬パース病院  ７月５日以降 窓口予約 　平　日：午後２～４時 ５２－２１４１

昭和村 森下診療所  ７月５日以降 窓口予約 　月 ～ 金：午前１０時～１２時 電話予約不可
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村


