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65歳以上の方のワクチン接種の流れ

高齢者施設に入居していない
65歳以上の方へ

その他ワクチンの接種に関するお問い合わせ先（前橋市以外）

Q1 ワクチン接種の予約は、代理の人でもでき
ますか。

Ａ1 予約は代理の人でも可能です。ご本人の同意を得
たうえで、接種券をご用意いただき、予約サイト
や専用ダイヤルなどからご予約ください。

Q3 前橋市外の施設に入所していますが、どのよ
うな手続をすれば接種が受けられるのですか。

Ａ3 接種は入所施設の所在する市区町村が担当します。
接種時期や接種の手続方法については、入所施設
の所在する市区町村のワクチン接種担当課までお
問い合わせください。

Q2 家族２人で予約したいのですが、同じ会場で、
同じ日時に接種を受けることはできますか。

Ａ2 予約サイトや専用ダイヤルなどで、接種を受けよ
うとする会場と日にちを選択（指定）いただくと、
時間帯ごとに残りの枠数が表示（案内）されます。
その時間帯に２人以上の空きがあれば、ご家族で
一緒に接種を受けることが可能です。

Q4 副反応が心配です。

Ａ4 接種会場では接種後15分程度、体調に変化がない
か観察します。
不調を感じた場合には医師等が対応します。持病
等があり、ワクチン接種に不安を感じる方は、あ
らかじめかかりつけ医にご相談ください。

Q5 ワクチン接種は強制（義務）ですか。

Ａ5 強制（義務）ではありません。接種を受ける人の
同意がある場合に限り、接種を行います。予防接
種による「感染症予防の効果」と「副反応のリスク」
の両方についてご理解いただいたうえで受けてく
ださい。なお、職場や周りの方などに接種を強制
したり、接種を受けていない人に差別的な扱いを
することのないようお願いいたします。

新型コロナワクチンに関するQ&A

前橋市では、４月12日から高齢者施設でのワクチン接種を開始しています。
医療機関や特設会場でのワクチン接種には、予約サイトや電話などでの予約が必要です。

なお、医療機関に直接予約することはできませんのでご注意ください。

接種費用

無料
（全額公費）

接種は

任意
（強制ではありません）

新型コロナワクチン
接種のお知らせ

ワクチン接種会場に向かう際の移動手段を支援します。
マイタク・ふるさとバス・るんるんバス・城南あおぞら号の運賃を補助します。

詳しくは、広報まえばし５月１日号２ページをご覧ください。

3ワクチン
接種開始日

2予約方法

※�受付開始からしばらくの間は電話回線が混雑することが予想されますので、できる限り
パソコン・スマートフォン・タブレットを使って予約サイトから予約してください。

令和３年５月20日㈭ 9:00から

（予約開始直後は予約が取りにくいことがありますが、ワクチンは十分な量が順次供給されますので、ご安心ください。）

※接種当日の持ち物・服装は、
　最後のページをご確認ください。

・予約した医療機関・特設会場で接種を受けてください。
・２回目の接種予約は、１回目の接種が終了してから予約ができます。
　（１回目の接種後、通常、３週間の間隔で２回目の接種を受けてください。）

令和３年５月26日㈬から

接種当日の持ち物（１回目・２回目共通） 接種当日の服装

前橋市

１予約受付
開始日

https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/
covid19_info/1/0/27243.html

前橋市ワクチン接種専用ダイヤル　

0570-0
ゼ ロ コ ロ ナ

567-0
ゼ ロ 二
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お問い合わせ先 前橋市ホームページ 
毎週、最新情報に更新

ワクチン接種全般に関すること
厚生労働省ワクチンコールセンター

0120-761-770
平日・土 ・日・ 祝  9:00〜21:00

接種後の副反応に関すること
ぐんまコロナワクチンダイヤル

0570-783-910
平日・土 ・日・ 祝  24時間対応

ファイザー社製ワクチンに関すること
ファイザー社ワクチン専用ダイヤル

0120-146-744
平日・土  9:00〜20:00

接種券を手元に持ち、次のいずれかの方法で予約を行ってください。

https://jump.mrso.jp/102016/

0570-0
ゼ ロ コ ロ ナ

567-0
ゼ ロ 二

2
平　日

9:00〜17:00
前橋市ワクチン接種専用ダイヤル

前橋市ワクチン接種予約サイト　24時間受付

土 ・日・ 祝
10:00〜15:00

・接種券は、４月上旬にオレンジ色の封筒でお送りしました。
・�接種実施医療機関・特設会場は、次のページ（見開き）の一覧
表を参考にしてください。
・医療機関に直接予約することはできません。
・�予約日時・医療機関を忘れないよう、必ず予約した接種日と時
間をメモしてください。（オレンジ色の封筒の裏面にメモ欄があ
るのでご利用ください）

料 金 後 納
郵 便

郵便区内特別

新型コロナワクチン予防接種のお知らせ

新型コロナワクチン接種券（クーポン券）在中

前橋市ワクチン接種専用ダイヤル

0570－0567－02
 平　日　  9：00から17：00 
土日祝　 10：00から15：00 

ゼロコロナ

発症予防 重症化予防

期待されるメリット

なぜワクチン接種が必要？

差出人　〒371-0014  前橋市朝日町３－３６－１７
　　　　前橋市　ワクチン接種係

ゼロニ この封筒に同封されていた「ワクチン接種券（クーポン券）」
※台紙からはがさずにお持ちください。

この封筒に同封されていた「予診票」
※接種当日にご自宅で記入し会場へお持ちください。

健康保険被保険者証

接種を受ける
日時

接種を受ける
医療機関名

接種を受ける
ワクチン名

1 回目 2 回目

月　　日（　　曜日）

午前
午後

　　 　時　　 　分

月　　日（　　曜日）

午前
午後

　　 　時　　 　分

←１回目と同じ

■ 接種を受けるには事前予約が必要です。
■ 接種費用は無料です。
■ 接種は任意です。（強制ではありません。）
■ ファイザー社のワクチンは、２回の接種が必要です。
■ 詳細は同封のお知らせ（チラシ）をお読みください。
■ ワクチン接種券（クーポン券）を無くさないよう、この封筒に入れて保管
    しましょう。
■ 前橋市から他の市区町村に転出された方は、転出先の市町村に連絡して
　 ください。

予約した内容を忘れないよう、以下にメモをしましょう。

前橋市からのお知らせ

接種当日の持ち物（１回目・２回目ともに共通です）

新型コロナワクチン予防接種のお知らせ

ワクチン接種は、
通常の場合、三
角筋（肩の筋肉）
への注射になり
ますので「肩を
出せる服装」で
ご来場ください。

□ ワクチン接種券（クーポン券）
 台紙からはがさずにお持ちください。

□ 予診票（複写式）
 ・接種当日に記入してください。
	 ・会場へ出向く前にご自宅で
　　　記入してください。
□ 健康保険被保険者証
□ お薬手帳（お持ちの方）

平　日   9:00〜17:00
土 ・日・ 祝   10:00〜15:00

F A X   027-212-3708



医療機関に直接予約することはできません。　 　予 約サイトや専用ダイヤルなどから予約してください。

地区名 町名 医療機関

本庁管内

岩神町二丁目 1 二之沢前橋クリニック
岩神町三丁目 2 神宮医院
岩神町四丁目 3 込谷クリニック

敷島町 4 敷島の森おなかのクリニック
平和町一丁目 5 いしだ内科胃腸科医院
平和町二丁目 6 木村医院
平和町二丁目 7 栗林小児科医院
住吉町二丁目 8 長﨑医院
若宮町四丁目 9 中沢クリニック
日吉町二丁目 10 春山医院
日吉町三丁目 11 金古医院
日吉町四丁目 12 塙医院
日吉町四丁目 13 若宮内科
城東町二丁目 14 うぶかた循環器クリニック
城東町三丁目 15 前橋協立診療所
城東町四丁目 16 山下医院
紅雲町一丁目 17 群馬中央病院
紅雲町二丁目 18 太田医院
紅雲町二丁目 19 清宮医院
紅雲町二丁目 20 鳥羽整形外科クリニック
千代田町一丁目 21 田中醫院
千代田町二丁目 22 前橋広瀬川クリニック
本町一丁目 23 いまいずみ小児科
本町一丁目 24 松山医院
本町一丁目 25 老年病研究所附属高玉診療所
表町一丁目 26 村山医院
表町二丁目 27 前橋ふえきクリニック
朝日町一丁目 28 ソレイユあさひクリニック
朝日町四丁目 29 積心会　富沢病院

六供町 30 あづまクリニック
六供町 31 田部医院
六供町 32 ほしの整形外科クリニック
天川町 33 けやきクリニック

文京町一丁目 34 中村外科医院
文京町二丁目 35 はしづめ診療所文京町
文京町二丁目 36 町井耳鼻咽喉科
文京町三丁目 37 塩崎内科医院
南町二丁目 38 家崎医院
南町二丁目 39 齋藤医院
南町三丁目 40 加藤クリニック
南町三丁目 41 下田内科医院

上川淵
上佐鳥町 42 前橋プライマリ泌尿器科内科
橳島町 43 えんどう内科クリニック
朝倉町 44 小林内科胃腸科クリニック

地区名 町名 会場
本庁管内 日吉町二丁目 �前橋市総合福祉会館

地区名 町名 医療機関

東

前箱田町 89 八木医院
川曲町 90 八代医院

稲荷新田町 91 いわさき内科・皮ふ科
上新田町 92 群馬県済生会前橋病院

小相木町一丁目 93 つちや内科クリニック
古市町 94 青山医院

古市町一丁目 95 新前橋耳鼻咽喉科医院
江田町 96 富沢医院
光が丘町 97 すぐた医院ゆう子キッズクリニック

大利根町一丁目 98 たき医院
新前橋町 99 中野医院
新前橋町 100 わかば病院

元総社

元総社町 101 あらいクリニック
元総社町 102 うしいけ内科クリニック
元総社町 103 瀬下こどもクリニック
元総社町 104 みやざき内科クリニック

大友町二丁目 105 平井外科医院
大友町三丁目 106 おおつか内科クリニック
大友町三丁目 107 老年病研究所附属病院
石倉町二丁目 108 富沢内科医院
石倉町二丁目 109 馬場整形外科クリニック

総社

総社町総社 110 こなか医院
総社町二丁目 111 掛川医院
総社町二丁目 112 戸所小児科医院
総社町三丁目 113 総社町内科深沢医院
総社町植野 114 すがの内科医院

南橘

上細井町 115 しらかわ診療所
上細井町 116 宮石内科医院
下細井町 117 前橋北病院

下小出町二丁目 118 伊藤内科医院
下小出町二丁目 119 まえはら内科
下小出町三丁目 120 田中外科内科医院
上小出町一丁目 121 豊田内科医院
上小出町二丁目 122 斉藤内科泌尿器科医院
龍蔵寺町 123 瀬田医院

荒牧町一丁目 124 岡野内科胃腸科医院
荒牧町二丁目 125 小川内科医院
荒牧町二丁目 126 外山内科・循環器内科クリニック
日輪寺町 127 斉藤クリニック耳鼻科
田口町 128 上武呼吸器科内科病院
関根町 129 前橋温泉クリニック

関根町二丁目 130 大学橋ファミリークリニック
川原町 131 敷島医院

川原町一丁目 132 上毛大橋クリニック

地区名 町名 医療機関

上川淵

朝倉町 45 前橋協立病院
朝倉町 46 村谷胃腸科医院
朝倉町 47 やなぎさわファミリークリニック
朝倉町 48 前橋赤十字病院

朝倉町一丁目 49 二子山クリニック
朝倉町三丁目 50 はしづめ胃腸と内科のクリニック

後閑町 51 須田こどもクリニック
宮地町 52 前橋ミナミ眼科
西善町 53 星医院

山王町一丁目 54 山王タウンクリニック
山王町二丁目 55 大山クリニック

東善町 56 高橋医院
広瀬町二丁目 57 こばやし医院
広瀬町三丁目 58 沢渡内科循環器科医院

下川淵

公田町 59 はしづめ診療所
亀里町 60 定方医院
新堀町 61 すえまる内科
下阿内町 62 いながき内科医院

芳賀
端気町 63 佐治内科医院
嶺町 64 北條内科クリニック

高花台一丁目 65 伊藤内科小児科医院

桂萱

三俣町二丁目 66 永島内科医院
三俣町二丁目 67 吉野医院
三俣町三丁目 68 小竹整形外科

幸塚町 69 かなざわ小児科クリニック
上沖町 70 山口内科クリニック
下沖町 71 かたひら内科医院

西片貝町二丁目 72 内田外科医院
西片貝町五丁目 73 わかまつ循環器科内科医院
東片貝町 74 いまいウイメンズクリニック
東片貝町 75 福山内科
東片貝町 76 前橋脳外科クリニック
上泉町 77 大川こどもクリニック
上泉町 78 狩野脳神経外科医院
上泉町 79 上泉内科
上泉町 80 小板橋医院
上泉町 81 とくながクリニック
上泉町 82 馬場内科医院
亀泉町 83 やました内科医院
堀之下町 84 群馬県健康づくり財団
江木町 85 江木町クリニック

東
箱田町 86 木村内科医院
箱田町 87 たけむら整形外科クリニック
箱田町 88 中田クリニック

地区名 町名 医療機関

南橘

川原町二丁目 133 小野内科クリニック
青梨子町 134 菊池内科クリニック
青梨子町 135 さるきクリニック
清野町 136 木暮医院

永明

天川大島町一丁目 137 関内科医院
東上野町 138 金子クリニック
野中町 139 遠藤内科医院
野中町 140 土井内科医院
駒形町 141 北條医院
駒形町 142 うい内科クリニック
駒形町 143 耳鼻咽喉科とよだクリニック
下大島町 144 池医院
下大島町 145 下大島医院
下大島町 146 上毛病院
下大島町 147 村上皮膚科医院

城南

下大屋町 148 前橋東クリニック
富田町 149 前橋城南病院
荒口町 150 飯塚医院
荒子町 151 萩原内科医院
西大室町 152 東前橋整形外科病院
笂井町 153 善衆会病院
小屋原町 154 たけい内科クリニック
小屋原町 155 中嶋医院
上増田町 156 もてぎ内科医院

大胡

茂木町 157 大胡クリニック
茂木町 158 町田内科クリニック
堀越町 159 深沢内科クリニック
樋越町 160 大野内科クリニック
樋越町 161 小沢医院
樋越町 162 おない医院
樋越町 163 西田整形外科

宮城 鼻毛石町 164 みやぎクリニック

粕川
粕川町新屋 165 吉松医院
粕川町女渕 166 江沢医院
粕川町西田面 167 高橋医院

富士見

富士見町原之郷 168 相澤医院
富士見町原之郷 169 あべクリニック
富士見町原之郷 170 五十嵐医院
富士見町原之郷 171 つくも内科医院
富士見町時沢 172 武田クリニック
富士見町小暮 173 ささき整形外科

   ファイザー社製ワクチンの接種を受 けられる医療機関等一覧 （４月21日現在）

※�お住まいの地区にかかわらず、上記施設のどこでも接種ができます。※�お住まいの地区にかかわらず、上記施設のどこでも接種ができます。

●市の特設会場（集団接種）

●医療機関（個別接種）
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