
新型コロナウイルス感染症に関する情報（週報） 
 

千葉市のデータは千葉市発表の千葉市民に関するものです。                  １月２０日版 

 

 

１　感染の状況（先週比）１月１２日～１月１８日

  147.0人（＋119.7人）

  104.7人（＋85.3人）

   24.3％（＋16.6㌽）

　　※陽性率は速報値のため、後日更新される場合があります。

２　医療提供体制の負荷（先週比）

     16人（＋8人）

療養者数   1,079人（＋889人）
10万人あたり   109.7人（＋90.4人）

注１）  千葉市の人口は　983,211人　（令和３年４月１日）　　　注２）  １（１）、２（１）以外は政府の指標

参考　　千葉県の状況（※） 千葉県の数値

レベル２

   19.9％（＋6.4㌽）

    0.0％（±0.0㌽）

　各指標並びに県内の医療提供体制及び感染状況の評価等につきましては、千葉県のホームページでご確認ください。

　レベル２：新規感染者数の増加傾向が見られ、一般医療及び新型コロナウイルス感染症への医療の負荷が生じはじめている

が、段階的に対応する病床数を増やすことで、医療が必要な人への適切な対応ができている状態

千葉市の数値

（１）新規感染者数（直近7日間平均）（1,029人÷7日）

（２）新規感染者数（直近7日間合計　人口10万人あたり）

（３）陽性率（１週間平均）１月１０日～１月１６日　※

（１）千葉市 入院者数　１月１８日時点

（２）千葉市 現在の療養者数 １月１８日時点

　　　（重症０人、中等・軽症等１，０７９人）

（１）レベル分類　　 　　　　１月１８日時点

（２）即応病床使用率 　　　　１月１８日時点（先週比）

（３）重症者用確保病床使用率 １月１８日時点（先週比）

※｢新たなレベル分類｣につき千葉県から示されたレベル移行に係る指標に合わせ、項目を変更しました。

週報１ページ 

(千葉県ホームページ) 



    

ワクチン接種に関するお知らせ（１月２０日） 
 

 
        
        
        
        
    
＜千葉市コロナワクチン接種コールセンター＞ 
☎0 1 2 0 - 5 7 - 8 9 7 0   8：30～21：00（平日） 

    8：30～18：00（土日祝) 
耳や言葉の不自由な方 FAX  043-245-5128 / E ﾒｰﾙ  cv-call@city.chiba.lg.jp  

＜千葉市コロナワクチン接種予約サイト ＞ 

（個別医療機関の一般向け予約・ 

集団接種会場の新規予約） 

＜コロナワクチンナビ＞ 

（個別医療機関の 

予約受付状況等） 

＜市ホームページ＞ 

（ワクチン接種に 

関する最新の情報） 

 

週報２ページ 

 
新型コロナウイルスワクチンの３回目接種に係る体制について 

１.  接種券発送スケジュールについて（さらなる前倒しを実施します） 
（１）65歳以上の高齢者の方→２回目接種から６か月後 

 

   

 
 
 
 

２. 接種会場 
（１）個別接種：市内医療機関 約３７０か所を予定 

（医療機関一覧は、接種券に同封及び別添一覧のほか、随時、市ホームページ等にてお知らせします。） 

（２）集団接種： 

 

 

 

３. 予約方法 ※市民の方は接種券が届き次第、各接種会場の予約を行うことができます。 

（１）市のコールセンター･予約サイトでの予約：各医療機関の一般向け予約枠  及び 集団接種会場の予約枠 の予約は、下記コールセンター及び予約サイトにて受付します。 

（２）各医療機関での予約：各医療機関のかかりつけ患者向け予約枠 の予約は、各医療機関で受付します。予約方法については各医療機関にお問い合せ下さい。 

1・2回目が未接種の方に対しても、現在【千葉中央コミュニティセンター】（平日18～21 時・日曜9～17時）にて接種を実施しています。 

また、新たに12歳になる方については、市内の一部の小児科においても接種が可能です。 

新12歳の接種会場（小児科医療機関）についてのお問合せ・集団接種のご予約については、下記コールセンターへお問合せ下さい。 

 

 

ご予約については、下記コールセンターへお問合せ下さい。 

（３）医療従事者等及び高齢者施設等の従事者の方 

→２回目接種から６カ月後（変更なし） 
（２）64歳以下の方→２回目接種から７か月後 

会場名 開設日 使用ワクチン

日 9:00~17:00

月～金 18:00~21:00

イコアス千城台 2階 毎日 10:30～18:30 (1月)ファイザー(2月～)モデルナ

花見川保健福祉センター 2階 土日 10:00~17:00 (1月)ファイザー(2月～)モデルナ

開設時間・曜日

千葉中央コミュニティセンター 6階 ファイザー

開設済み

会場名 開設日 使用ワクチン

イオンモール幕張新都心グランドモール

2階イオンラウンジ

週６日

（水曜日以外）
10:30～19:30 開設済み

(1月)ファイザー

(2月～)モデルナ

蘇我コミュニティセンター 4階
週６日

（月曜日以外）
10:00～19:00 2月 4日(金) モデルナ

ワンズモール 3階【臨時】
週６日

（木曜日以外）
10:30～19:30

2月 1日(火)

※3月までの予定
モデルナ

開設時間・曜日

新

設

会

場

２回目接種を受けた時期 発送予定日

令和３年 9月 2月22日(火)

令和３年10月 3月22日(火)

令和３年11月 4月19日(火)

令和３年12月 5月24日(火)

２回目接種を受けた時期 発送予定日

令和３年 6月 1月17日(月)

令和３年 7月 1日～10日 1月24日(月)

令和３年 7月11日～20日 1月31日(月)

令和３年 7月21日～31日 2月 7日(月)

令和３年 8月 2月 7日(月)

２回目接種を受けた時期 発送予定日

令和３年 8月 2月 7日(月)

令和３年 9月 2月22日(火)

令和３年10月 3月22日(火)

２回目接種を受けた時期 発送予定日

令和３年 6月 1月31日(月)

令和３年 7月 2月15日(火)

令和３年 8月 2月22日(火)

令和３年 9月 3月22日(火)

令和３年10月 4月19日(火)

令和３年11月 5月24日(火)



 

市民のみなさまへのお願い（１月２０日） 

 

 

 

「３つの密」を回避するとともに、基本的な感染防止対策を徹底してください。 

 
 
 

 

混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動を控えてください。 

感染対策が徹底されていない飲食店の利用は控えてください。 

飲食店を利用する際は、       の利用をお願いします。また、自らも 

感染防止に努めてください（※）。なお、県は、飲食店の営業時間・酒類の提供 

について、次のとおり要請しています。 

種 類 営業時間 酒類の提供 人 数 

認証店・確認店 ５時～２１時 有（制限なし） 同一グループ、同一テーブル 

４人以内 その他 ５時～２０時 無 

 

   

マスクの着用 

週報３ページ 

手洗い・消毒 換気の徹底・密の回避 

認証店はこちら 確認店はこちら 

 いつ、どこで感染してもおかしくないという警戒感を常に持ち、
感染防止対策の徹底をお願いします。 

認証店、確認店 

※会話の際はマスクを着用、お店から求められる感染防止策に協力、換気が良く座席間の距離が確保できる等の 

お店を選ぶ、短時間で深酒をせず大声を出さない、箸やコップを使いまわさない、手指消毒を徹底するなど。 

 
まん延防止等重点措置 適用 

１月２１日(金)～２月１３日(日) 

千葉県ホームページ 

発熱、倦怠感等、少しでも

体調が悪い場合は、予め電

話で相談の上、医療機関で

受診してください。 

受診の流れ→ 

（千葉市ホームページ） 



１月１８日時点 
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4/28まん延防止等

重点措置区域に指定

※ 感染者数は千葉市発表分から市外在住者分を除いたものです

8/2緊急事態宣言発出

9/30緊急事態

宣言解除

千葉市感染者 日次公表数と７日間合計（人口１０万人あたり）推移  

週報４ページ 



１月１４日時点  
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週報５ページ 



１月１６日時点 
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検査結果判明日

医療機関等（民間検査機関等）総数 環境保健研究所総数 陽性率

※医療機関等（民間検査機関等）の検査実績等は、報告までにタイムラグがあるため、上記のデータは速報値です。後日、数値が更新される場合があります。

市内の検査場所別の検査実施数及び陽性率  

週報６ページ 



 

 

 

 

感染者の年代別内訳  

直近２週間では、新規感染者の半分が２０代、

３０代の若年層で占められています。 

週報７ページ 

10歳未満

5.2%

10代

14.4%

20代

33.4%
30代

17.4%

40代

11.8%

50代

8.7%

60代

4.5%

70代以上

4.5%

直近２週間（令和4年1月3日～1月16日）

10歳未満

5.7%

10代

11.0%

20代

25.5%

30代

16.2%

40代

16.0%

50代

13.1%

60代

5.2%

70代以上

7.3%

参考：全期間（令和2年1月31日～令和4年1月16日）



青葉町 市立青葉病院 B ファ/モ 青葉町1273-2

赤井町 赤井町クリニック A/B ファ/モ 赤井町918-1

鷲見医院 A/B ファ/モ 今井2-7-9

そがこどもクリニック A/B ファ 今井2-11-17

松石内科医院 B ファ 今井3-16-16

水野胃腸科・内科 B ファ 今井2-2-10

千葉衛生福祉協会千葉診療所 B ファ/モ 院内1-8-12

和田医院 A/B ファ/モ 院内2-15-7

大森町 桐原クリニック A/B ファ/モ 大森町502

久保生実町クリニック B ファ/モ 生実町1789-1

淑徳おゆみ診療所 B ファ/モ 生実町2407-1

春日２丁目クリニック A/B ファ/モ 春日2-13-3

西千葉皮膚科クリニック B ファ/モ 春日2-19-11 櫻井ビル2階

三橋病院 B ファ 亀井町2-3

亘内科医院 A/B ファ/モ 亀井町12-15

栄町 三木クリニック B ファ/モ 栄町24-12

白旗 今井町診療所 B ファ/モ 白旗2-4-10

新宿外科医院 B ファ/モ 新宿2-16-13

田那村内科小児科医院 B ファ/モ 新宿2-5-21

三愛記念病院 A/B モ 新千葉2-2-3

千葉静脈瘤・循環器クリニック A/B ファ/モ 新千葉1-4-2 ウェストリオ27階

東京ビジネスクリニック ファミリア ペリエ千葉 A/B ファ/モ 新千葉1-1-1 ペリエ千葉6階

井上記念病院 B ファ 新田町1-16

千葉市役所前クリニック A モ 新田町33-1 ベルファースト3階

いそのメディカルクリニック A/B ファ/モ 新町17-3 ハマダパークビル3階

椎名内科医院 B モ 新町18-14

しまだ医院 A/B ファ/モ 新町1-20 江澤ビル7階

高橋ウイメンズクリニック B ファ 新町18-14 千葉新町ビル6階

神明町 みらいクリニック A/B ファ/モ 神明町2-2

耳鼻咽喉科なかのクリニック B ファ 末広2-12-14

矢澤内科医院 B ファ/モ 末広2-4-15

追加（３回目）接種を受けられる市内の医療機関のご案内（１月１９日時点）

所在地町名 医療機関名

・１・２回目に接種を受けたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンの接種を受けることができます。

　※ただし、武田/モデルナ社製ワクチンが接種できるのは、令和４年２月以降となる見込みです（１月１９日時点）。

区

・できるだけ、１・２回目に接種を受けた医療機関や集団接種会場で予約をしてください。

・複数の医療機関や集団接種会場に重複して予約しないでください。

・やむを得ず予約日に接種を受けられない場合は、速やかに予約している医療機関などに必ず連絡してください。

※一覧表以外に接種可能な医療機関もありますので、千葉市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。

ご予約に当たってのお願い

※掲載内容は変更される場合がありますので、コロナワクチンナビや医療機関ホームページ、千葉市ワクチン接種予約サイト等で最新の状況をご確認ください。

予約受付 取扱いワクチン

受付欄凡例　A：一般枠　B：かかりつけ枠　　取扱いワクチン欄凡例　ファ：ファイザー社　モ：武田／モデルナ社

・個別接種でかかりつけの方のみを受け付ける「かかりつけ枠」を予約する方は、医療機関ごとの予約方法で予約してください。個別接種で誰でも接種を

　受けられる「一般枠」を予約する方は、お手元に接種券をご用意の上、市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせいただくか、市ワクチン

　接種予約サイトから予約してください。

中

央

区

末広

今井

院内

生実町

春日

亀井町

新宿

新千葉

新田町

新町

かかりつけの医療機関の最新情報を確認する

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

予約の受付時期や受付状況、受付対象者、予約方法

などを掲載しています。

一般向けの予約枠を探す・予約する（1/18～）

千葉市ワクチン接種予約サイト

千葉市コロナワクチン接種コールセンター

0120-57-8970 受付時間 月～金 8：30～21：00 土日 8：30～18：00



追加（３回目）接種を受けられる市内の医療機関のご案内（１月１９日時点）

所在地町名 医療機関名

・１・２回目に接種を受けたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンの接種を受けることができます。

　※ただし、武田/モデルナ社製ワクチンが接種できるのは、令和４年２月以降となる見込みです（１月１９日時点）。

区

・できるだけ、１・２回目に接種を受けた医療機関や集団接種会場で予約をしてください。

・複数の医療機関や集団接種会場に重複して予約しないでください。

・やむを得ず予約日に接種を受けられない場合は、速やかに予約している医療機関などに必ず連絡してください。

※一覧表以外に接種可能な医療機関もありますので、千葉市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。

ご予約に当たってのお願い

※掲載内容は変更される場合がありますので、コロナワクチンナビや医療機関ホームページ、千葉市ワクチン接種予約サイト等で最新の状況をご確認ください。

予約受付 取扱いワクチン

受付欄凡例　A：一般枠　B：かかりつけ枠　　取扱いワクチン欄凡例　ファ：ファイザー社　モ：武田／モデルナ社

・個別接種でかかりつけの方のみを受け付ける「かかりつけ枠」を予約する方は、医療機関ごとの予約方法で予約してください。個別接種で誰でも接種を

　受けられる「一般枠」を予約する方は、お手元に接種券をご用意の上、市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせいただくか、市ワクチン

　接種予約サイトから予約してください。

かかりつけの医療機関の最新情報を確認する

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

予約の受付時期や受付状況、受付対象者、予約方法

などを掲載しています。

一般向けの予約枠を探す・予約する（1/18～）

千葉市ワクチン接種予約サイト

千葉市コロナワクチン接種コールセンター

0120-57-8970 受付時間 月～金 8：30～21：00 土日 8：30～18：00

青柳内科クリニック B ファ/モ 千葉寺町1195-5 青葉パークプラザビル203

市川クリニック B ファ 千葉寺町1194-5

中村古峡記念病院 A/B モ 千葉寺町188

中村内科クリニック A/B ファ/モ 千葉寺町309-2

青木内科医院 B ファ/モ 中央3-4-1

千葉きぼーるクリニック B ファ 中央4-5-1

長谷川胃腸科クリニック B 未定 中央3-15-13

千葉みなと病院 B ファ/モ 中央港1-29-1

千葉みなとリハビリテーション病院 B ファ 中央港1-17-18

道場南 斎藤労災病院 B ファ/モ 道場南1-12-7

柏戸病院 B ファ/モ 長洲2-21-8

神田内科医院 B ファ/モ 長洲1-10-1

越川内科医院 B ファ/モ 長洲1-29-3 プレジール本千葉2階

るみえ内科小児科 A/B ファ/モ 長洲1-1-10 KCSビル1階

千葉県がんセンター B モ 仁戸名町666-2

千葉東病院 B ファ/モ 仁戸名町673

登戸 上田医院 B ファ/モ 登戸1-13-18

石郷岡病院 B ファ 浜野町915

浜野長嶋内科 A/B 未定 浜野町906

榎本医院 B ファ 東千葉1-5-5

ゆりの木クリニック B ファ 東千葉1-13-9

千葉レディースクリニック B ファ/モ 富士見1-14-11 常盤ビル4階

ヒロ耳鼻科クリニック B ファ 富士見2-23-8 山野井ビル3階

青い鳥クリニック千葉 A/B ファ/モ 弁天1-33-2

小浜内科･外科クリニック B ファ/モ 弁天2-21-10

千葉駅前クリニック B モ 弁天2-1-4

脳神経内科千葉 A/B ファ/モ 弁天1-2-12 弁天町沼澤ビル3階

山口内科外科クリニック B ファ/モ 弁天1-2-3 KMビル2階

星久喜町 米満内科医院 A/B モ 星久喜町606-25

本千葉町 千葉中央クリニック B ファ/モ 本千葉町1-1 日土地千葉中央ビル3階

本町 報徳千葉診療所 B ファ/モ 本町1-1-13

中

央

区

東千葉

富士見

千葉寺町

長洲

仁戸名町

浜野町

弁天

中央

中央港



追加（３回目）接種を受けられる市内の医療機関のご案内（１月１９日時点）

所在地町名 医療機関名

・１・２回目に接種を受けたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンの接種を受けることができます。

　※ただし、武田/モデルナ社製ワクチンが接種できるのは、令和４年２月以降となる見込みです（１月１９日時点）。

区

・できるだけ、１・２回目に接種を受けた医療機関や集団接種会場で予約をしてください。

・複数の医療機関や集団接種会場に重複して予約しないでください。

・やむを得ず予約日に接種を受けられない場合は、速やかに予約している医療機関などに必ず連絡してください。

※一覧表以外に接種可能な医療機関もありますので、千葉市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。

ご予約に当たってのお願い

※掲載内容は変更される場合がありますので、コロナワクチンナビや医療機関ホームページ、千葉市ワクチン接種予約サイト等で最新の状況をご確認ください。

予約受付 取扱いワクチン

受付欄凡例　A：一般枠　B：かかりつけ枠　　取扱いワクチン欄凡例　ファ：ファイザー社　モ：武田／モデルナ社

・個別接種でかかりつけの方のみを受け付ける「かかりつけ枠」を予約する方は、医療機関ごとの予約方法で予約してください。個別接種で誰でも接種を

　受けられる「一般枠」を予約する方は、お手元に接種券をご用意の上、市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせいただくか、市ワクチン

　接種予約サイトから予約してください。

かかりつけの医療機関の最新情報を確認する

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

予約の受付時期や受付状況、受付対象者、予約方法

などを掲載しています。

一般向けの予約枠を探す・予約する（1/18～）

千葉市ワクチン接種予約サイト

千葉市コロナワクチン接種コールセンター

0120-57-8970 受付時間 月～金 8：30～21：00 土日 8：30～18：00

岡田医院 B ファ/モ 松ヶ丘町444

こいで内科消化器科クリニック B ファ/モ 松ヶ丘町73-3

えりやま内科皮膚科医院 A/B ファ/モ 松波3-19-8

大濱医院 A/B ファ/モ 松波1-4-15

林内科医院 B ファ 松波1-17-5

山田整形外科医院 A/B ファ/モ 松波3-7-8

港町 本千葉小児科 A/B ファ/モ 港町17-2

そが耳鼻咽喉科・アレルギー科 A/B ファ/モ 南町2-15-15 KS･HOYOビル4階

そが内科小児科クリニック B モ 南町2-16-5 海氣館蘇我駅前ビル2階

実川外科医院 A/B ファ/モ 都町2-29-6

高部内科医院 B ファ/モ 都町1-49-6

つばきこどもクリニック A/B ファ/モ 都町2-16-6 千葉都町宇佐美ビル2階

にへい脳外科 B ファ/モ 都町5-8-27

宮崎 三愛記念そがクリニック A/B モ 宮崎2-11-15

國分クリニック A ファ 宮崎町235-8

そがセントラルクリニック A/B モ 宮崎町561-1

祐光 大賀医院 A/B ファ/モ 祐光1-12-5

向井医院 A/B ファ/モ 朝日ケ丘2-1-10-1

元山医院 A/B ファ/モ 朝日ケ丘1-10-15

天戸町 ひろ内科クリニック B モ 天戸町1467-7

最成病院 B モ 柏井町800-1

さこう医院 B ファ/モ 柏井町1592-6

石川小児科医院 A/B ファ 検見川町3-326-3

石橋内科小児科医院 B ファ 検見川町1-609

伊東内科医院 B ファ/モ 検見川町3-316-36

神田耳鼻咽喉科医院 B ファ/モ 検見川町3-300-11

検見川ウィメンズクリニック A/B ファ/モ 検見川町5-2082-8

津田胃腸科医院 A/B 未定 検見川町3-300-16

伯野外科胃腸科 A/B ファ コテハシ台5-1-7

般若クリニック B ファ/モ コテハシ台5-9-3

古川内科医院 A/B ファ/モ コテハシ台1-25-1

松波

南町

宮崎町

朝日ケ丘

柏井町

都町

検見川町

こてはし台

中

央

区

花

見

川

区

松ケ丘町



追加（３回目）接種を受けられる市内の医療機関のご案内（１月１９日時点）

所在地町名 医療機関名

・１・２回目に接種を受けたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンの接種を受けることができます。

　※ただし、武田/モデルナ社製ワクチンが接種できるのは、令和４年２月以降となる見込みです（１月１９日時点）。

区

・できるだけ、１・２回目に接種を受けた医療機関や集団接種会場で予約をしてください。

・複数の医療機関や集団接種会場に重複して予約しないでください。

・やむを得ず予約日に接種を受けられない場合は、速やかに予約している医療機関などに必ず連絡してください。

※一覧表以外に接種可能な医療機関もありますので、千葉市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。

ご予約に当たってのお願い

※掲載内容は変更される場合がありますので、コロナワクチンナビや医療機関ホームページ、千葉市ワクチン接種予約サイト等で最新の状況をご確認ください。

予約受付 取扱いワクチン

受付欄凡例　A：一般枠　B：かかりつけ枠　　取扱いワクチン欄凡例　ファ：ファイザー社　モ：武田／モデルナ社

・個別接種でかかりつけの方のみを受け付ける「かかりつけ枠」を予約する方は、医療機関ごとの予約方法で予約してください。個別接種で誰でも接種を

　受けられる「一般枠」を予約する方は、お手元に接種券をご用意の上、市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせいただくか、市ワクチン

　接種予約サイトから予約してください。

かかりつけの医療機関の最新情報を確認する

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

予約の受付時期や受付状況、受付対象者、予約方法

などを掲載しています。

一般向けの予約枠を探す・予約する（1/18～）

千葉市ワクチン接種予約サイト

千葉市コロナワクチン接種コールセンター

0120-57-8970 受付時間 月～金 8：30～21：00 土日 8：30～18：00

奈良内科医院 B ファ/モ 作新台3-1-12

藤森小児科 A/B ファ/モ 作新台1-6-1

和久整形外科 A/B モ 作新台5-1-5

小泉医院 B ファ/モ サツキガ丘2-33-16

さつきが丘医院 B ファ サツキガ丘1-33-2

信愛クリニック B ファ/モ
サツキガ丘2-1-1

ビューアイランドさつきが丘109号室

千種町 ちぐさ診療所 B ファ/モ 千種町295-2

長作町 坂口医院 B ファ 長作町600-7

いとう新検見川クリニック A/B ファ/モ 花園1-9-18 クリニックガーデン花園3B

大森ファミリークリニック B ファ 花園1-9-18 クリニックガーデン花園1階

小池医院 A/B ファ/モ 花園4-2-7

小林こどもクリニック A/B ファ 花園5-3-10 プチ･モンド102号

野瀬はなぞのクリニック B モ 花園5-3-10 プチ･モンド103号

花園診療所 B モ 花園2-8-23

みどり耳鼻咽喉科 B モ 花園2-1-25 万仁ビル211階E号室

花園町 朝日ヶ丘医院 B ファ/モ 花園町44-32

花見川中央クリニック B ファ 花見川3-29-101

平山病院 B ファ 花見川1494-3

北千葉整形外科幕張クリニック B ファ 幕張町1-7689-1

たかクリニック B ファ/モ 幕張町5-149-1

田村ゆみこ内科クリニック B ファ/モ 幕張町5-417-243 ブランズ幕張2階

千葉健生病院付属まくはり診療所 B ファ/モ 幕張町5-392-3

邦潤会幕張クリニック A/B ファ/モ 幕張町6-90-1-103

幕張あんず医院 B ファ/モ 幕張町5-185-3

幕張キッズクリニック A/B ファ/モ
幕張町5-417-222

幕張グリーンハイツ地下1階

幕張耳鼻咽喉科 A ファ/モ
幕張町5-417-222

幕張グリーンハイツ地下1階

幕張ももの木クリニック B ファ 幕張町6-79-17

武藤医院 B モ 幕張町6-131

さつきが丘

花園

花見川

幕張町

作新台

花

見

川

区



追加（３回目）接種を受けられる市内の医療機関のご案内（１月１９日時点）

所在地町名 医療機関名

・１・２回目に接種を受けたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンの接種を受けることができます。

　※ただし、武田/モデルナ社製ワクチンが接種できるのは、令和４年２月以降となる見込みです（１月１９日時点）。

区

・できるだけ、１・２回目に接種を受けた医療機関や集団接種会場で予約をしてください。

・複数の医療機関や集団接種会場に重複して予約しないでください。

・やむを得ず予約日に接種を受けられない場合は、速やかに予約している医療機関などに必ず連絡してください。

※一覧表以外に接種可能な医療機関もありますので、千葉市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。

ご予約に当たってのお願い

※掲載内容は変更される場合がありますので、コロナワクチンナビや医療機関ホームページ、千葉市ワクチン接種予約サイト等で最新の状況をご確認ください。

予約受付 取扱いワクチン

受付欄凡例　A：一般枠　B：かかりつけ枠　　取扱いワクチン欄凡例　ファ：ファイザー社　モ：武田／モデルナ社

・個別接種でかかりつけの方のみを受け付ける「かかりつけ枠」を予約する方は、医療機関ごとの予約方法で予約してください。個別接種で誰でも接種を

　受けられる「一般枠」を予約する方は、お手元に接種券をご用意の上、市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせいただくか、市ワクチン

　接種予約サイトから予約してください。

かかりつけの医療機関の最新情報を確認する

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

予約の受付時期や受付状況、受付対象者、予約方法

などを掲載しています。

一般向けの予約枠を探す・予約する（1/18～）

千葉市ワクチン接種予約サイト

千葉市コロナワクチン接種コールセンター

0120-57-8970 受付時間 月～金 8：30～21：00 土日 8：30～18：00

アリス耳鼻咽喉科 B ファ 幕張本郷2-36-212A

花見川ホームクリニック A/B ファ/モ 幕張本郷2-8-11 一甚ビル201号

本郷内科 B ファ 幕張本郷1-11-26 リビエール本郷102

本郷並木通り内科 B ファ/モ 幕張本郷5-5-16-201

幕張台クリニック B ファ/モ 幕張本郷6-12-7

幕張本郷クリニック A ファ/モ 幕張本郷3-22-2

幕張本郷整形外科内科 A/B ファ/モ 幕張本郷1-4-32

正岡クリニック A/B ファ/モ 幕張本郷7-22-27

瑞穂 いけだメディカルクリニック B ファ/モ 瑞穂3-13-8

ひらおか内科クリニック B ファ/モ 南花園1-44-8

南花園クリニック B ファ/モ 南花園1-44-9 高山ビル2階

いまにし医院 A モ 宮野木台3-28-6

おざきクリニック A/B ファ/モ 宮野木台1-5-18

たなか内科クリニック B ファ/モ 宮野木台2-5-33 ミキ医療モール1階

皆川クリニック B ファ 宮野木台2-5-22

横戸町 千葉横戸クリニック B ファ/モ 横戸町1123-4

池上内科医院 A/B ファ/モ 穴川3-1-10

木内クリニック B ファ 穴川3-4-1 ディクオーレ2階

あやめ台 石川医院 B ファ/モ アヤメ台1-16-101

稲毛中央外科医院 B モ 稲毛東4-3-3

太田耳鼻咽喉科医院 B ファ 稲毛東4-2-2

川上診療所分院 B ファ 稲毛東3-11-10-1

近藤医院 B ファ/モ 稲毛東3-6-37

ちば生活習慣病内科クリニック B ファ/モ 稲毛東3-15-7 第15藤ビル4階

中川産婦人科 B ファ/モ 稲毛東3-8-20

柏台 けいよう内科クリニック B ファ/モ 柏台1-19-112

黒砂 赤塚小児科医院 A ファ/モ 黒砂1-18-11

幕張本郷

南花園

宮野木台

穴川

稲毛東

花

見

川

区

稲

毛

区



追加（３回目）接種を受けられる市内の医療機関のご案内（１月１９日時点）

所在地町名 医療機関名

・１・２回目に接種を受けたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンの接種を受けることができます。

　※ただし、武田/モデルナ社製ワクチンが接種できるのは、令和４年２月以降となる見込みです（１月１９日時点）。

区

・できるだけ、１・２回目に接種を受けた医療機関や集団接種会場で予約をしてください。

・複数の医療機関や集団接種会場に重複して予約しないでください。

・やむを得ず予約日に接種を受けられない場合は、速やかに予約している医療機関などに必ず連絡してください。

※一覧表以外に接種可能な医療機関もありますので、千葉市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。

ご予約に当たってのお願い

※掲載内容は変更される場合がありますので、コロナワクチンナビや医療機関ホームページ、千葉市ワクチン接種予約サイト等で最新の状況をご確認ください。

予約受付 取扱いワクチン

受付欄凡例　A：一般枠　B：かかりつけ枠　　取扱いワクチン欄凡例　ファ：ファイザー社　モ：武田／モデルナ社

・個別接種でかかりつけの方のみを受け付ける「かかりつけ枠」を予約する方は、医療機関ごとの予約方法で予約してください。個別接種で誰でも接種を

　受けられる「一般枠」を予約する方は、お手元に接種券をご用意の上、市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせいただくか、市ワクチン

　接種予約サイトから予約してください。

かかりつけの医療機関の最新情報を確認する

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

予約の受付時期や受付状況、受付対象者、予約方法

などを掲載しています。

一般向けの予約枠を探す・予約する（1/18～）

千葉市ワクチン接種予約サイト

千葉市コロナワクチン接種コールセンター

0120-57-8970 受付時間 月～金 8：30～21：00 土日 8：30～18：00

稲毛駅前ホームクリニック A/B ファ/モ 小仲台1-4-20 イオン稲毛店1階

稲毛サティクリニック A/B ファ/モ 小仲台1-4-20 イオン稲毛店4階

いなげ耳鼻咽喉科 B ファ 小仲台2-6-5 中元ビル3-302

稲毛神経内科・メモリークリニック B ファ/モ 小仲台6-23-9

稲毛とらのこ産婦人科 B ファ 小仲台2-3-15

稲毛病院 B ファ/モ 小仲台6-21-3

稲毛むらさき内科クリニック B ファ/モ 小仲台2-5-3 稲栄ビル3階

宇井内科クリニック B ファ/モ 小仲台6-1-8

カヤマ内科泌尿器科 A/B ファ/モ 小仲台2-4-10 ピア･テン3階

くろさきこどもクリニック A/B モ 小仲台6-23-6

神津医院 B ファ 小仲台3-6-1

武田クリニック B ファ/モ 小仲台2-12-2 シオンビル21階

たじま産婦人科 A/B ファ/モ 小仲台6-3-7

田中クリニック B ファ/モ 小仲台5-4-15

千葉健康クリニック B ファ/モ 小仲台7-12-1

千葉ハートクリニック A/B ファ/モ 小仲台2-2-2 エヌズクアトロ5A号室

ぴあーすクリニック B ファ/モ 小仲台7-20-5

山田医院 B モ 小仲台4-6-5

小中台クリニック A ファ/モ 小中台町1341-1

耳鼻咽喉科サージセンターちば A/B モ 小中台町352-1

作草部 西千葉整形外科 A/B ファ/モ 作草部1-12-5

山王病院 A/B ファ/モ 山王町166-2

むらまつクリニック A/B ファ/モ 山王町138-4

いなげファミリー内科クリニック A モ 園生町1111番地の1 プチモンド稲毛1-A

勝又内科医院 B ファ/モ 園生町236-12

北千葉整形外科稲毛クリニック B ファ 園生町166-1

悠翔会在宅クリニック稲毛 A/B ファ/モ 園生町1107-7

千草台 千草台なかむらクリニック B ファ/モ 千草台1-1-28-1

千葉中央外科内科 A/B モ 天台4-2-17

北部診療所 B モ 天台3-4-5

谷嶋医院 B ファ 天台4-10-3

小仲台

小中台町

山王町

園生町

天台

稲

毛

区



追加（３回目）接種を受けられる市内の医療機関のご案内（１月１９日時点）

所在地町名 医療機関名

・１・２回目に接種を受けたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンの接種を受けることができます。

　※ただし、武田/モデルナ社製ワクチンが接種できるのは、令和４年２月以降となる見込みです（１月１９日時点）。

区

・できるだけ、１・２回目に接種を受けた医療機関や集団接種会場で予約をしてください。

・複数の医療機関や集団接種会場に重複して予約しないでください。

・やむを得ず予約日に接種を受けられない場合は、速やかに予約している医療機関などに必ず連絡してください。

※一覧表以外に接種可能な医療機関もありますので、千葉市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。

ご予約に当たってのお願い

※掲載内容は変更される場合がありますので、コロナワクチンナビや医療機関ホームページ、千葉市ワクチン接種予約サイト等で最新の状況をご確認ください。

予約受付 取扱いワクチン

受付欄凡例　A：一般枠　B：かかりつけ枠　　取扱いワクチン欄凡例　ファ：ファイザー社　モ：武田／モデルナ社

・個別接種でかかりつけの方のみを受け付ける「かかりつけ枠」を予約する方は、医療機関ごとの予約方法で予約してください。個別接種で誰でも接種を

　受けられる「一般枠」を予約する方は、お手元に接種券をご用意の上、市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせいただくか、市ワクチン

　接種予約サイトから予約してください。

かかりつけの医療機関の最新情報を確認する

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

予約の受付時期や受付状況、受付対象者、予約方法

などを掲載しています。

一般向けの予約枠を探す・予約する（1/18～）

千葉市ワクチン接種予約サイト

千葉市コロナワクチン接種コールセンター

0120-57-8970 受付時間 月～金 8：30～21：00 土日 8：30～18：00

轟クリニック A/B ファ/モ 轟町1-13-3

林医院 B ファ/モ 轟町1-16-2

スラージュ内科クリニック B ファ/モ 長沼町330-50 ワンズモール3階

みうらクリニック B ファ/モ 長沼町134

宮野木外科・内科 B ファ/モ 長沼町261-3

長沼原町 のむら耳鼻咽喉科 A モ 長沼原町794-1

井原医院 B ファ 緑町2-18-7

緑町診療所 B ファ 緑町2-17-12

しいなクリニック B ファ/モ
宮野木町1092-2

メディカルモール宮野木1階

新藤医院 B ファ/モ 宮野木町2119-10

鈴木内科クリニック B ファ/モ 宮野木町1752-15

大宮台 久保田医院 B ファ/モ 大宮台4-2-14

伊予クリニック B ファ/モ 小倉台6-9-1

小倉台柏戸クリニック B ファ/モ 小倉台4-18-3

篠クリニック B 未定 小倉台7-2-1

小倉台福田医院 A/B モ 小倉町875-6

千城台クリニック B ファ/モ 小倉町829

千城台耳鼻咽喉科医院 A/B ファ 小倉町858-2

千野整形外科 B ファ 小倉町1753-10

御成台 御成台整形外科 A/B ファ/モ 御成台1-8-5

千葉中央メディカルセンター A/B ファ/モ 加曽利町1835-1

長谷川整形外科 B ファ/モ 加曽利町1603-2

あべひろきこどもクリニック B ファ 桜木3-9-28

小関医院 B ファ/モ 桜木1-27-1

しょうじ内科 B ファ/モ 桜木8-6-17

清宮医院 A/B ファ/モ 桜木7-6-17

高品内科医院 A/B モ 高品町1589-15

藤井クリニック A/B ファ/モ 高品町1057

泉中央病院 A ファ 高根町964-42

高根町整形外科 B ファ/モ 高根町979-1

轟町

長沼町

小倉町

稲

毛

区

若

葉

区

緑町

宮野木町

小倉台

加曽利町

桜木

高品町

高根町



追加（３回目）接種を受けられる市内の医療機関のご案内（１月１９日時点）

所在地町名 医療機関名

・１・２回目に接種を受けたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンの接種を受けることができます。

　※ただし、武田/モデルナ社製ワクチンが接種できるのは、令和４年２月以降となる見込みです（１月１９日時点）。

区

・できるだけ、１・２回目に接種を受けた医療機関や集団接種会場で予約をしてください。

・複数の医療機関や集団接種会場に重複して予約しないでください。

・やむを得ず予約日に接種を受けられない場合は、速やかに予約している医療機関などに必ず連絡してください。

※一覧表以外に接種可能な医療機関もありますので、千葉市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。

ご予約に当たってのお願い

※掲載内容は変更される場合がありますので、コロナワクチンナビや医療機関ホームページ、千葉市ワクチン接種予約サイト等で最新の状況をご確認ください。

予約受付 取扱いワクチン

受付欄凡例　A：一般枠　B：かかりつけ枠　　取扱いワクチン欄凡例　ファ：ファイザー社　モ：武田／モデルナ社

・個別接種でかかりつけの方のみを受け付ける「かかりつけ枠」を予約する方は、医療機関ごとの予約方法で予約してください。個別接種で誰でも接種を

　受けられる「一般枠」を予約する方は、お手元に接種券をご用意の上、市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせいただくか、市ワクチン

　接種予約サイトから予約してください。

かかりつけの医療機関の最新情報を確認する

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

予約の受付時期や受付状況、受付対象者、予約方法

などを掲載しています。

一般向けの予約枠を探す・予約する（1/18～）

千葉市ワクチン接種予約サイト

千葉市コロナワクチン接種コールセンター

0120-57-8970 受付時間 月～金 8：30～21：00 土日 8：30～18：00

中山内科クリニック B ファ/モ 千城台北3-21-1

古川医院 B ファ/モ 千城台北1-1-11

ふるかわクリニック B ファ 千城台北1-27-1I ビル1階

千城台東 土屋内科医院 A ファ/モ 千城台東2-31-6

千城台南 石渡内科 B モ 千城台南3-1-7

板谷内科クリニック A/B ファ/モ 都賀3-9-1都賀M3 ビル1階

たて産婦人科 A/B ファ/モ 都賀3-6-18

つがクリニック B ファ/モ 都賀2-24-1 都賀ビル1階

都賀内科クリニック B ファ 都賀3-1-7

わかば宮本医院 A/B ファ/モ 都賀2-14-3

小山内科 B ファ/モ 西都賀5-1-1

千葉内科クリニック B ファ/モ 西都賀2-11-11

都賀レディースクリニック B ファ/モ 西都賀1-7-6

梶田医院 B ファ みつわ台4-17-5

小松耳鼻咽喉科医院 A/B ファ/モ みつわ台4-1-6

なかむら医院 A/B ファ/モ みつわ台5-6-11

みつわ台クリニック B ファ/モ みつわ台4-1-8

若葉整形外科クリニック A/B ファ/モ みつわ台2-13-11

さとうクリニック B ファ/モ 若松町2138-1

若松町ひまわりクリニック B モ 若松町545-6

あすみが丘耳鼻咽喉科気管食道科 A/B ファ あすみが丘1-19-5

大久保クリニック B ファ/モ あすみが丘7-12-8

おがわ医院 A/B ファ/モ
あすみが丘7-1

あすみが丘ブランニューモール1階

鏡戸病院 A/B ファ/モ あすみが丘1-31-8

川村クリニック B ファ あすみが丘1-19-2

小渋医院 B ファ/モ あすみが丘4-37-11

とけレディースクリニック B ファ/モ あすみが丘3-4-3

ながしまクリニック B ファ あすみが丘8-13-6

中野内科クリニック B ファ/モ あすみが丘7-2-3

あすみが丘

東
吉原クリニック B ファ/モ あすみが丘東4-1-1

みつわ台

西都賀

若

葉

区

あすみが丘

若松町

緑

区

千城台北

都賀



追加（３回目）接種を受けられる市内の医療機関のご案内（１月１９日時点）

所在地町名 医療機関名

・１・２回目に接種を受けたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンの接種を受けることができます。

　※ただし、武田/モデルナ社製ワクチンが接種できるのは、令和４年２月以降となる見込みです（１月１９日時点）。

区

・できるだけ、１・２回目に接種を受けた医療機関や集団接種会場で予約をしてください。

・複数の医療機関や集団接種会場に重複して予約しないでください。

・やむを得ず予約日に接種を受けられない場合は、速やかに予約している医療機関などに必ず連絡してください。

※一覧表以外に接種可能な医療機関もありますので、千葉市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。

ご予約に当たってのお願い

※掲載内容は変更される場合がありますので、コロナワクチンナビや医療機関ホームページ、千葉市ワクチン接種予約サイト等で最新の状況をご確認ください。

予約受付 取扱いワクチン

受付欄凡例　A：一般枠　B：かかりつけ枠　　取扱いワクチン欄凡例　ファ：ファイザー社　モ：武田／モデルナ社

・個別接種でかかりつけの方のみを受け付ける「かかりつけ枠」を予約する方は、医療機関ごとの予約方法で予約してください。個別接種で誰でも接種を

　受けられる「一般枠」を予約する方は、お手元に接種券をご用意の上、市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせいただくか、市ワクチン

　接種予約サイトから予約してください。

かかりつけの医療機関の最新情報を確認する

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

予約の受付時期や受付状況、受付対象者、予約方法

などを掲載しています。

一般向けの予約枠を探す・予約する（1/18～）

千葉市ワクチン接種予約サイト

千葉市コロナワクチン接種コールセンター

0120-57-8970 受付時間 月～金 8：30～21：00 土日 8：30～18：00

大金沢町 おゆみの診療所 A/B ファ/モ 大金沢町364-1

越智町 角栄団地診療所 B ファ/モ 越智町822-8

かない内科 A/B ファ/モ おゆみ野3-22-6

かまとり医院 A/B ファ/モ おゆみ野3-8-2

鎌取駅前クリニック B ファ/モ おゆみ野3-2-5 K'sステーション201

さとう小児科医院 A ファ
おゆみ野3-22-6

かまとりクリニックビル4階

すずらんクリニック B ファ/モ おゆみ野4-2-7

ひらた内科･小児科クリニック A/B ファ/モ おゆみ野5-58-8

双葉耳鼻咽喉科 A/B ファ/モ おゆみ野3-2-5 K'sステーション202

あずま腎クリニック B ファ/モ おゆみ野中央7-34-4

おゆみのクリニック A/B ファ/モ おゆみ野中央4-26-4

ゲートウェイクリニック おゆみ野中央 B ファ おゆみ野中央2-3-1

こんだこども医院 B ファ/モ おゆみ野中央1-25-7

ちばグリーン整形外科 B ファ/モ おゆみ野中央7-34-3

内科・循環器内科やまだクリニック B ファ/モ おゆみ野中央7-34-3

にこにこ胃腸科・整形外科 B ファ おゆみ野中央7-9-2

まなこどもクリニック A/B ファ/モ おゆみ野中央7-9-2

みどりクリニック A/B ファ/モ おゆみ野中央1-18-3

みやけウィメンズクリニック B ファ おゆみ野中央1-18-5

おゆみの中央病院 B ファ/モ おゆみ野南6-49-9

しののめ元山医院 A/B ファ/モ おゆみ野南5-18-3

千葉こどもとおとなの整形外科 A/B モ おゆみ野南3-24-2

鎌取町 佐野クリニック A/B ファ/モ 鎌取町81-4

刈田子町 おゆみ野南医院 B ファ 刈田子町308-12

武村内科医院 A/B ファ/モ 高田町1084

千葉南病院 B ファ 高田町401-5

坂の上外科 A/B ファ/モ 土気町311

篠崎医院 B ファ/モ 土気町1632番地の6

古市場町 やまもとクリニック B ファ/モ 古市場町101

おゆみ野

おゆみ野中

央

おゆみ野南

緑

区

高田町

土気町



追加（３回目）接種を受けられる市内の医療機関のご案内（１月１９日時点）

所在地町名 医療機関名

・１・２回目に接種を受けたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンの接種を受けることができます。

　※ただし、武田/モデルナ社製ワクチンが接種できるのは、令和４年２月以降となる見込みです（１月１９日時点）。

区

・できるだけ、１・２回目に接種を受けた医療機関や集団接種会場で予約をしてください。

・複数の医療機関や集団接種会場に重複して予約しないでください。

・やむを得ず予約日に接種を受けられない場合は、速やかに予約している医療機関などに必ず連絡してください。

※一覧表以外に接種可能な医療機関もありますので、千葉市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。

ご予約に当たってのお願い

※掲載内容は変更される場合がありますので、コロナワクチンナビや医療機関ホームページ、千葉市ワクチン接種予約サイト等で最新の状況をご確認ください。

予約受付 取扱いワクチン

受付欄凡例　A：一般枠　B：かかりつけ枠　　取扱いワクチン欄凡例　ファ：ファイザー社　モ：武田／モデルナ社

・個別接種でかかりつけの方のみを受け付ける「かかりつけ枠」を予約する方は、医療機関ごとの予約方法で予約してください。個別接種で誰でも接種を

　受けられる「一般枠」を予約する方は、お手元に接種券をご用意の上、市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせいただくか、市ワクチン

　接種予約サイトから予約してください。

かかりつけの医療機関の最新情報を確認する

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

予約の受付時期や受付状況、受付対象者、予約方法

などを掲載しています。

一般向けの予約枠を探す・予約する（1/18～）

千葉市ワクチン接種予約サイト

千葉市コロナワクチン接種コールセンター

0120-57-8970 受付時間 月～金 8：30～21：00 土日 8：30～18：00

忍足眼科医院 B モ 誉田町1-959-5

おりはら耳鼻咽喉科 A/B ファ/モ 誉田町2-2307

田宮クリニック B ファ 誉田町2-24-433

西郡整形外科 A/B モ 誉田町2-24

あいおいクリニック B ファ/モ
磯辺5-10-1

パークシティ検見川浜西の街1階

池田クリニック B ファ/モ 磯辺1-19-9

市立海浜病院 B ファ/モ 磯辺3-31-1

伊藤小児科 A/B ファ/モ 磯辺6-5-3

おおた小児科 B ファ 磯辺4-15-24

関根整形外科医院 B ファ/モ 磯辺5-14-2

沼野胃腸科内科 A/B ファ/モ 磯辺3-24-6

稲毛診療所 B モ 稲毛海岸4-11-3

北千葉整形外科美浜クリニック B ファ 稲毛海岸3-1-43

こん内科クリニック B 未定 稲毛海岸5-3-11階

うたせ耳鼻咽喉科・アレルギー科 B ファ/モ 打瀬3-7 パティオス21番街

うたせ内科・呼吸器内科 A/B ファ/モ 打瀬1-11-1 幕張ベイタウンアムゼ2階

海浜パーククリニック B ファ/モ 打瀬2-1-2 公園西の街5番館

玉井こどもクリニック A/B ファ/モ 打瀬3-5 マリンフォート2-102

幕張ベイクリニック A/B ファ/モ 打瀬2-16 パティオス17番街1階

みはま病院 B モ 打瀬1-1-5

幸町中央診療所 B ファ 幸町2-12-6

しょうじゅクリニック B ファ/モ 幸町2-12-1

千葉ポートメディカルクリニック A/B ファ/モ 幸町1-2-2 桑田ビル2階

新港 ちば県民保健予防財団総合健診センター A/B ファ/モ 新港32-14

あかねこどもクリニック A/B 未定 高洲3-20-45 細矢ビル2階

あそうクリニック B ファ/モ 高洲3-23-2 稲毛海岸ビル605

遠藤クリニック A/B ファ/モ 高洲1-15-4

高洲中央医院 A/B ファ/モ 高洲4-5-11

たかはし医院 B ファ/モ
高洲3-10-1

サンフラワービレッジ稲毛海岸3階C部分

千葉マリンクリニック B モ 高洲3-15 ベイマークスクエア1階

緑

区

幸町

高洲

美

浜

区

誉田町

磯辺

稲毛海岸

打瀬



追加（３回目）接種を受けられる市内の医療機関のご案内（１月１９日時点）

所在地町名 医療機関名

・１・２回目に接種を受けたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンの接種を受けることができます。

　※ただし、武田/モデルナ社製ワクチンが接種できるのは、令和４年２月以降となる見込みです（１月１９日時点）。

区

・できるだけ、１・２回目に接種を受けた医療機関や集団接種会場で予約をしてください。

・複数の医療機関や集団接種会場に重複して予約しないでください。

・やむを得ず予約日に接種を受けられない場合は、速やかに予約している医療機関などに必ず連絡してください。

※一覧表以外に接種可能な医療機関もありますので、千葉市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。

ご予約に当たってのお願い

※掲載内容は変更される場合がありますので、コロナワクチンナビや医療機関ホームページ、千葉市ワクチン接種予約サイト等で最新の状況をご確認ください。

予約受付 取扱いワクチン

受付欄凡例　A：一般枠　B：かかりつけ枠　　取扱いワクチン欄凡例　ファ：ファイザー社　モ：武田／モデルナ社

・個別接種でかかりつけの方のみを受け付ける「かかりつけ枠」を予約する方は、医療機関ごとの予約方法で予約してください。個別接種で誰でも接種を

　受けられる「一般枠」を予約する方は、お手元に接種券をご用意の上、市コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせいただくか、市ワクチン

　接種予約サイトから予約してください。

かかりつけの医療機関の最新情報を確認する

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

予約の受付時期や受付状況、受付対象者、予約方法

などを掲載しています。

一般向けの予約枠を探す・予約する（1/18～）

千葉市ワクチン接種予約サイト

千葉市コロナワクチン接種コールセンター

0120-57-8970 受付時間 月～金 8：30～21：00 土日 8：30～18：00

とくやまクリニック B ファ/モ 高洲1-21-1 三基ビル1階

成田医院 B ファ/モ 高洲2-3-17

まえだ耳鼻咽喉科 A/B ファ/モ 高洲1-16-12 横山ビル1階

美浜神経内科 B ファ/モ 高洲3-23-2 稲毛海岸ビル1階101号室

美浜ホームクリニック・美浜健診プラザ A/B ファ/モ 高洲3-21-1 イオンマリンピア専門館2階

八木内科クリニック B ファ/モ 高洲3-22-2 アリーム稲毛海岸1階

たかた整形外科 A/B ファ/モ 高浜5-17-3

福山医院 A/B ファ/モ 高浜6-3-3

豊砂 総合クリニック ドクターランド幕張 A/B ファ/モ
豊砂1-13

イオンモール幕張新都心グランドモール1階

亀田総合病院附属幕張クリニック A/B ファ/モ 中瀬1-3CD棟2階

幕張マリブクリニック A/B ファ/モ
中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブ

ウェスト2階A203号室

FMF胎児クリニック 東京ベイ幕張 A モ
ひび野2-3 アパホテル&リゾート東京ベイ幕

張セントラルタワー47階

幕張ハートクリニック A/B ファ/モ ひび野1-7-1

小林整形外科 B ファ 幕張西2-5-1

舘野医院 A/B ファ/モ 幕張西2-5-3

まくはりコーラス内科 A/B ファ/モ 幕張西4-2-12 イオンタウン幕張西2階

幕張西クリニック B モ
幕張西2-7-11

ライオンズガーデン幕張プラザ1階4号室

赤尾クリニック B ファ/モ 真砂3-1-7

海浜整形外科 A/B ファ/モ 真砂4-17-18

きむらクリニック A/B ファ/モ 真砂4-2-5 セザール検見川浜1階

とおやま医院 B ファ/モ 真砂5-11-2

深浦内科クリニック B ファ 真砂4-1-10 ショッピングセンターピア3階

ふじた耳鼻咽喉科 B ファ 真砂4-2-6 イオンスタイル検見川浜4階

由宇クリニック B ファ/モ 真砂3-13-4

かんたけ内科クリニック A/B ファ/モ
若葉3-1-38

幕張ベイパークメディカルセンター3階303

幕張とらのこ産婦人科 A モ 若葉3-1-38

真砂

高洲
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浜
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