市長事務報告
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※ワクチン接種は強制ではなく本人の意思に基づき行うもので、
費用は無料です。
※基礎疾患のある方は、かかりつけ医等にご相談ください。
※国の方針やワクチンの入荷状況等により接種体制が変更となる場
合があります。最新の情報は、市ホームページ等でご確認ください。
●市新型コロナワクチンコールセンター
☎０４７５
（５３）
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（㈯・㈰・祝日を除く９時〜16時30分）
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大網白里市に転入した方へ
本市には、前住所地等で１・２回目の接種を受けた方の接種
記録がありませんので、３回目の接種を希望する方は申請が必
要です。予防接種済証等・本人確認書類を新型コロナワクチン相
談窓口（保健文化センター１階）に持参ください。
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増加傾向が続き︑加えて今後︑ した︒今回見送られた全体訓
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大網白里市議会第４回定例会

新型コロナウイルス
感染症対策
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上しました︒
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県内の病床状況の改善を受
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当面する諸案件を報告
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月 日 か ら 月 日 ま で ︑ 市 議 会 第 ４回 定 例 会 が 開 催 さ れ ま し た ︒
開会日に︑市長から事務報告がありましたので︑概要を掲載します︒
なお︑可決議案等の詳細は︑市ホームページをご覧ください︒
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●予約について
追加接種の接種券が届いた方から予約ができるよう調整しています。
※窓口での予約はできません。

長期間にわたり感染防止対策にご協力いただきありがとうご
ざいます。
国より、２回目の接種から原則として８か月以上経過した方
に３回目の追加接種を行う方針が示されたため、現在、接種体
制の準備を進めています。
●追加接種の対象者
１・２回目の接種が完了した、18歳以上の方
●接種券の発送時期
令和３年11月より、２回目の接種日から原則として８か月
以上経過した方に、追加接種（３回目）の接種券付予診票を順
次送付しています。
※前回シールだった「接種券」が「予診票」に印刷されています。
●接種開始時期
２月以降から集団接種を実施していきます。
●接種会場
保健文化センター・大網白里アリーナ・農村環境改善セン
ターいずみの里・市立大網病院
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追加接種（３回目）のお知らせ

新型コロナワクチン接種情報
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