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市からのお知らせをメールで配信しています。右記QRコードを読み込
むか、我孫子市携帯サイト(http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/)
へアクセスしてください。パソコンからは、市ホームページ内「メール配
信サービス」をご覧ください。

アプリ「マチイロ」で広報
あびこが閲覧できます。
アプリは左記QRコードか
らダウンロードできます。

広報あびこに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止する場合があります。各問い合わせ先にご確認ください。

市内事業者を応援しよう！

●名戸ケ谷あびこ病院は6月4日㈮までは病院内で接種を行い、6月7日㈪からはアビイクオーレ3階ホール（イトーヨーカドー我
孫子南口店）で行います。

新型コロナワクチン接種 接種対象となる全ての市民に無料で行います。
※7月6日時点の情報です。最新情報は市ホームページ（QRコード参照）
をご覧ください。

　

①インターネット予約サイトまたはコールセンターで予約できる医療機関
※各医療機関には直接連絡しないでください。　※混雑などを避けるため、早めの来院は控え、予約時間内にお越しください。

　

②直接予約できる医療機関 ※備考欄を確認の上、各医療機関に直接予約してください。
※最新情報は市ホームページをご覧ください。

医療機関名 場所 電話番号 予約方法 対象年齢 備考電話 窓口
あびこクリニック 我孫子 7184－0321 ○ × 12歳～15歳 15歳以下は直接予約（クリニックホームページでも可）
いとう内科循環器科 我孫子 7181－3226 ○ × 12歳以上 かかりつけ患者優先。接種は8月2日㈪～
遠藤クリニック 我孫子 7184－0232 ○ ○ 12歳以上
わたなべファミリークリニック 我孫子 7183－1132 ○ ○ 16歳以上
すがもり整形外科医院 我孫子 × ○ 12歳以上 かかりつけ患者優先
天龍堂クリニック 緑 7182－0150 ○ ○ 16歳以上 電話予約は平日10時～12時、15時～17時
並木七丁目診療所 並木 7184－8176 ○ ○ 12歳以上 かかりつけ患者優先。18歳未満は保護者同伴
貫井医院 並木 7184－5555 ○ ○ 中学生以上 かかりつけ患者優先
高野山胃腸科内科 高野山 × ○ 16歳以上 かかりつけ患者優先。接種は8月2日㈪～
天王台こども・おとしよりクリニック 天王台 7182－5071 ○ ○ 12歳以上
ケアナーシングワイズ外科・内科クリニック 天王台 × ○ 12歳以上
せり整形外科 柴崎台 × ○ 12歳以上 かかりつけ患者のみ
あびこ診療所 柴崎台 7181－7007 ○ ○ 16歳以上 かかりつけ患者のみ
大串小児科医院 柴崎台 7185－1385 ○ × 12歳以上 かかりつけ患者と家族優先。予約は㈪㈫㈬㈮13時30分～16時
小倉外科内科 柴崎台 7182－0165 ○ ○ 16歳以上
星野医院 湖北台 7188－2248 ○ × 12歳以上
佐藤内科医院 湖北台 7157－2823 ○ ○ 16歳以上 電話番号はワクチン受付専用
湖北台診療所 湖北台 × × 12歳以上 かかりつけ患者優先。予約は診察時のみ
湖北台四季の道ぐんじクリニック 湖北台 7157－3365 ○ ○ 中学生以上 電話予約は㈬を除く14時30分～15時30分
成広医院 布佐 × ○ 30歳以上 かかりつけ患者優先

すずきこどもクリニック 布佐 7189－6780 ○ × 12歳以上 かかりつけ患者と保護者優先。予約は㈪～㈯10時～11時、
㈪㈫㈭㈮15時～16時。接種は7月27日㈫～

ふさ聖仁会クリニック 布佐 7189－1100 ○ ○ 16歳以上
もり整形外科クリニック 布佐 7181－6333 ○ ○ 16歳以上 7月末まではかかりつけ患者優先

インターネット　
予約サイト▶ 

 各医療機関での新型コロナワクチン接種 市内医療機関では、ファイザー社
製のワクチンを使用しています。

東葛辻 仲病院 根戸 16歳以上
根戸クリニック 根戸 12歳以上
我孫子つくし野病院 つくし野 15歳以上
一瀬医院 つくし野 高校生以上
竹田内科医院 つくし野 18歳以上
船戸内科医院 船戸 高校生以上
よつばクリニック 我孫子 12歳以上
あびこクリニック 我孫子 16歳以上
アビコ外科整形外科病院 我孫子 16歳以上

石橋クリニック
※高校生以下は保護者同伴 本町 12歳以上

おおた医院
※高校生以下は保護者同伴 本町 12歳以上

中山クリニック 本町 20歳以上
新田医院 本町 中学生以上
名戸ケ谷あびこ病院
（会場：アビイクオーレ3階） 本町 12歳以上

我孫子東邦病院 我孫子 12歳以上

我孫子聖仁会病院 柴崎 12歳以上
天王台消化器病院 柴崎台 12歳以上
ふさ聖仁会クリニック
（会場：湖北小学校） 中里 16歳以上

花島内科クリニック 中峠 12歳以上
平和台病院 布佐 12歳以上
長田内科胃腸科 布佐 20歳以上

医療機関名 場所 対象年齢 医療機関名 場所 対象年齢 医療機関名 場所 対象年齢

予約方法 ①インターネット予約サイトまたはコールセンター☎ 0120－855－366（毎日午前9時～午後5時30分）　
②医療機関へ直接予約

　昭和37年4月2日～平成21年7月1日に生まれた方は、7月17日㈯午前9時から
予約開始予定です。ただし、対象者全員分のワクチンが確保されているわけではありませ

ん。国からのワクチン供給が不明確なため、市内医療機関で接種する場合、予約開始までお待ちいただくことがあります。
　7月21日㈬以降は、毎週水曜日正午にインターネット予約サイト（コールセンター含む）の予約枠の情報を更新し、
市ホームページ・メール配信サービスの「保健センターだより」でお知らせします。
※国からのワクチンの供給状況によっては、予約枠の追加ができない場合もあります。
※お子さんの接種については、厚生労働省「12～15歳のお子様の保護者の方へ　新型コロナワクチン予防接種についての説明書」（QRコード
参照）をご一読ください。

　昭和37年4月2日～平成21年7月1日に生まれた方は、
予約開始予定です。ただし、

。国からのワクチン供給が不明確なため、市内医療機関で接種する場合、予約開始までお待ちいただくことがあります。

12歳～59歳の方の予約開始日

接種券付きクーポン券の発送は完了
　平成21年7月1日以前に生まれた方には、接種券付きクーポン券を発送しました。
　基礎疾患がある方・高齢者施設などに従事している方・60歳以上の方（昭和37年4月1日以前に
生まれた方）は、予約受付中です。早めに2回分の予約をしてください。
※平成21年7月2日以降に生まれた方には、誕生日の翌月に接種券付きクーポン券を発送します。

http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/
https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/COVID-19/abk_wakutin.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000788329.pdf
https://area34.smp.ne.jp/area/switch/00002G0001fgJfebIG/resLoginSwitching
http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/mail_service.html
https://machiiro.town/
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