
令和３年（2021年）

臨時号
Vol.２

新型コロナウイルス対策号新型コロナウイルス対策号
【ワクチン接種・経済対策特集】【ワクチン接種・経済対策特集】

市民の皆様へ
　新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力いただき、まことにありがとうございます。
　64歳以下のかたへのワクチン接種については、県内でもいち早く５月10日より、高齢者・障がい
者・児童福祉施設従事者に対し接種を先行しているところですが、６月28日より、身体障害者手帳
等をお持ちのかたから始め、毎週５歳間隔で年代ごとに段階的に接種を開始いたします。まずは個
別接種について、基礎疾患のあるかたの予約を優先し、次に一般のかたの予約を受け付け、おって
集団接種の予約を受け付ける『青森市モデル』に沿って進めてまいります。
　また、７月１日より、新型コロナウイルス感染症の影響が幅広い業種に及んでいることから、小
売業・飲食業等全19業種を対象として、市内事業者の皆様の事業継続に必要な固定費である家賃や
感染防止対策経費について、１事業者あたり90万円を上限として助成するとともに、市民の皆様の
家計を支援し消費喚起につなげるため、青森市プレミアム付商品券を全ての市民１人１セット28万
人分を発行するなどの本市独自の経済対策を実施します。
　市民の皆様のご協力により、65歳以上のかたへのワクチン接種は国や県の平均を上回るスピード
で進んでいることに、心から御礼申し上げます。10月末には64歳以下の希望者に対する接種の完了
を目指すとともに、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた市民の皆様の暮らしを下
支えする経済対策の速やかな実施に努めてまいりますので、引き続きのご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。

新型コロナウイルスワクチン集団接種（６月12日／荒川市民センター）新型コロナウイルスワクチン集団接種（６月12日／荒川市民センター）

青森市長　小野寺  晃彦
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64歳以下のかたを対象とした

新型コロナウイルスワクチン接種新型コロナウイルスワクチン接種のご案内

「新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関」（p４～７）の医療機関

へ予約方法をご確認のうえ、予約をお願いします。（一部の医療機関で

は市運営WEB予約ページ及び専用コールセンターでも予約できます。）

接種費用

無料

個別接種個別接種はは６月28日６月28日からから接種開始接種開始

集団接種集団接種はは７月24日７月24日からから接種開始　接種開始　

▲予約フォーム
　はこちらから

　■「個別接種」か「集団接種」を選択してください

専用コールセンターか、市運営WEB予約ページから予約してください。

青森市新型コロナワクチン接種専用コールセンター

☎017－764－6539、017－752－0517
受付時間　９：00～18：00（月～土）※祝日除く FAX 017－718－2867

(聴覚障害のあるかたのみFAXをご利用いただけます）

青森市新型コロナワクチン接種専用コールセンター

☎017－764－6539、017－752－0517
受付時間　９：00～18：00（月～土）※祝日除く

FAX 017－718－2867（聴覚障害のあるかたのみFAXをご利用いただけます）

▲予約フォーム
　はこちらから

基礎疾患を有するかた基礎疾患を有するかた

■以下の病気や状態のかたで、通院／入院しているかた
　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または他の病気を併発している糖尿病
　６　血液の病気（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、または自立支援医療（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）

■基準（BMI30以上）を満たす肥満のかた
　　※BMI30の目安：身長170㎝で体重約87㎏、身長160㎝で体重約77㎏。

児童・生徒のワクチン接種について

小学校６年生・中学生・高校生までの接種については、今後の国の通知等に基づき実施します。
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個別接種 集団接種

予約開始 接種開始 予約開始 接種開始

身体障害者手帳・愛護手帳（療育手帳）・
精神障害者保健福祉手帳所持者

６月22日（火） ６月28日（月） ７月12日（月） ７月24日（土）

60歳～64歳

基礎疾患を有するかた ６月29日（火） ７月５日（月）

７月19日（月） 7月31日（土）

一　　　般 ７月１日（木） ７月７日（水）

55歳～59歳

基礎疾患を有するかた ７月６日（火） ７月12日（月）

７月26日（月） ８月７日（土）

一　　　般 ７月８日（木） ７月14日（水）

50歳～54歳

基礎疾患を有するかた ７月13日（火） ７月19日（月）

８月10日（火） ８月21日（土）

一　　　般 ７月15日（木） ７月21日（水）

45歳～49歳

基礎疾患を有するかた ７月20日（火） ７月26日（月）

８月16日（月） ８月28日（土）

一　　　般 ７月21日（水） ７月28日（水）

40歳～44歳

基礎疾患を有するかた ７月27日（火） ８月２日（月）

８月23日（月） ９月４日（土）

一　　　般 ７月29日（木） ８月４日（水）

35歳～39歳

基礎疾患を有するかた ８月３日（火） ８月10日（火）

８月30日（月） ９月11日（土）

一　　　般 ８月５日（木） ８月11日（水）

25歳～34歳

基礎疾患を有するかた ８月10日（火） ８月16日（月）

９月６日（月） ９月18日（土）

一　　　般 ８月12日（木） ８月18日（水）

12歳～24歳

基礎疾患を有するかた ８月17日（火） ８月23日（月）

９月13日（月） ９月25日（土）

一　　　般 ８月19日（木） ８月25日（水）

ワクチン接種の予約・接種の開始（見込み）についてワクチン接種の予約・接種の開始（見込み）について

大学での集団接種や職場での接種、自衛隊大規模接種センターでワクチン接種を受ける際に
接種券が必要となりますので、７月７日までにすべての市民に接種券を発送します。

※令和４年３月31日時点での年齢

接種日程は変更となる場合があります。
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新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関

青森区域（あ～か行）
実施医療機関名 住所 電話番号 予約方法 特記事項（受付は予約受付時間、祝日を除く）

あ 青い海公園クリニック 安方一丁目103-2 017-721-1111 電話 受付…診療時間内　※普段通院しているかたのみ

青い森病院 大谷字山ノ内16-3 017-729-3330 電話／病院窓口 受付…月～土９：00～17：00　※入院しているかたのみ

青森クリニック 篠田一丁目9-11 017-783-2222 電話／市運営WEB 受付…月～土８：30～12：30　※新規患者受付可

青森敬仁会病院 久栗坂字山辺89-10 017-737-5566 電話
市運営WEB

受付…月～金９：00～17：00、土９：00～12：00　
※新規患者受付可

青森厚生病院 新城字山田488-1 － 病院窓口 受付…月～金８：30～11：30、13：00～15：30　
※普段通院しているかたのみ

青森慈恵会病院 安田字近野146-1 017-782-1201 電話／病院窓口
／市運営WEB

受付…月～金９：00～17：00、土９：00～12：00　
※新規患者受付可

あおもり腎透析・
泌尿器科クリニック

西大野一丁目15-7 017-752-6353 電話 受付…月～土９：00～14：30
※普段通院しているかた優先

青森新都市病院 石江三丁目１ － 市運営WEBのみ 新規患者受付可（医療従事者の接種が終了次第）

あおもりベイクリニック 長島一丁目6-6
クロスタワーA・BAY3F

017-718-3622 電話／
病院ホームページ

受付…月・火・水・金９：00～12：00、14：00～17：00、
木・土９：00～12：00　※新規患者受付可

あきやま胃腸科内科
クリニック

松森二丁目10-21 017-743-1199 電話 受付…月～土９：00～11：30
※普段通院しているかたのみ

朝倉医院 中央一丁目23-17 017-722-1482 電話／市運営WEB 受付…月～金14：00～16：00　※普段通院しているかた優先

アラヤ医院 浪館前田四丁目
7-1

017-781-7300 電話
病院窓口

受付…月～金９：00～12：00、14：00～17：00　
※新規患者受付可

石木医院 浅虫字蛍谷65-37 017-752-3015 電話
病院窓口

受付…月～金、土（第１・３・５）９：00～12：00　
※新規患者受付可

石木クリニック 港町三丁目7-25 017-718-0390 電話
病院窓口

受付…月14：00～20：00、火・木９：00～12：00、18：00
～20：00、水・金９：00～12：00、14：00～20：00　
※新規患者受付可

いしだ医院 花園二丁目43-26 017-744-3300 電話
病院窓口

受付…月・火・木・金９：00～16：00、水・土９：00～12：00、
接種…14：00～16：00　※普段通院しているかたのみ

えびな脳神経クリニック 緑二丁目1-3 017-735-3000 電話 受付…月・火・木・金９：00～16：00
※普段通院しているかた優先

鷹揚郷腎研究所青森病院 石江字岡部101-1 － 定期受診時 普段通院している透析患者のみ

おきだてハート
クリニック

沖館三丁目1-18
ベイコートおきだて1F －

病院窓口 受付…月～金９：30～11：30、15：30～17：30　
※普段通院しているかたのみ（記入済予診票と接種
券持参で予約）

おきつ内科 古川二丁目8-16 － 市運営WEBのみ 新規患者受付可

内科おひさまクリニック 橋本一丁目9-26 － 定期受診時 受付…診療時間内に受診した上での予約　※普段通
院しているかたのみ（定期受診時に医師に相談）

か かきざき胃腸科内科
クリニック

三内字沢部145-5 ー 定期受診時 受付…月・火・木・金９：00～17：30、水・土（第４土は
なし）９：00～12：00　※普段通院しているかたのみ

かきざき糖尿病内科
クリニック

篠田二丁目20-15 ー 市運営WEBのみ 新規患者受付可

桂木クリニック 桂木四丁目6-37 017-773-6663 電話 受付…診療時間内　※普段通院しているかたのみ

加藤内科循環器科 金沢四丁目4-10
－

定期受診時 受付…月・火・木・金（土は午前のみ）９：00～11：00、
14：00～17：00　※普段通院しているかたのみ（受
診時に医師に相談）

川口内科 東大野一丁目8-4 － 市運営WEBのみ 接種…月・火８：45～９：30、14：00～16：00、水・木・
金８：45～10：30、14：00～16：00　※新規患者受付可

菊田クリニック 新町二丁目8-28 017-721-3313 電話
病院窓口

受付…月～土10：30～13：00、月・火・木・金14：30～
18：00　※普段通院しているかた優先

北川ひ尿器科クリニック 花園二丁目43-18 017-765-3355 電話 受付…月～金10：00～12：00（電話申込み後、後日病院
から日程連絡）
※普段通院しているかた優先（透析患者優先）

北畠外科胃腸科医院 堤町二丁目13-6 017-734-7500 電話
市運営WEB

受付…月・火・木・金14：00～16：30　
※新規患者受付可（16歳以上）

木村健一糖尿病・
内分泌クリニック

茶屋町13-9 017-765-3100 電話
病院窓口

受付…月～土10：00～12：00、月・火・木・金14：00～
17：00　※普段通院しているかたのみ（記入済予診票
を接種日に持参）

※変更となる場合がありますので、ご了承ください。電話番号欄が空欄のところは電話受付はしていませんのでご注意ください。

（令和３年６月22日現在）（令和３年６月22日現在）
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青森区域（か～さ行）
実施医療機関名 住所 電話番号 予約方法 特記事項（受付は予約受付時間、祝日を除く）

か 木村文祥内科クリニック 三内字沢部439-5 017-782-6812 電話
市運営WEB

受付…月～金10：00～17：00、土10：00～12：00　
※普段通院しているかたは電話予約、新規のかたは
市運営WEBで予約

協立クリニック 東大野二丁目2-2 － 病院窓口 受付…月～金14：00～15：00　※普段通院しているかた優先

工藤内科クリニック 石江字江渡117-5 － 病院窓口 受付…月～土９：00～13：00、火・木・金15：00～17：30　
※新規患者受付可

くぼぞのクリニック 堤町一丁目10-11
つつみクリニックビル2階 017-777-7788 電話 受付…月・火・木・金９：00～17：00、水・土９：00～12：00　

※普段通院しているかたのみ

剛整形外科クリニック 花園二丁目22-3 017-741-6100 電話
市運営WEB

受付…月・火・水・金10：30～12：00、15：00～17：00、
木・土10：30～12：00　※新規患者受付可（当院で１回
目・２回目共に接種可能なかた）

高内科小児科医院 蛍沢三丁目12-15 － 病院窓口
市運営WEB

受付…月・火・木・金９：00～12：00、14：00～18：30、
水・土９：00～12：00　※新規患者受付可

こしなみ小児科内科
クリニック

橋本三丁目
13-5-103

017-773-6677 電話 受付…月～金（土は午前のみ）９：00～11：00、15：00～
17：00　※普段通院しているかた優先

こたにこどもクリニック 浜館三丁目4-7 017-765-1188 病院ホームページ
／電話

受付…月～金９：30～11：30、14：30～17：30、土９：30～12：30　
※新規患者受付可。予約後保険証コピーをFAX（017-
765-1199）。持病のあるかたは主治医の承諾が必要。

駒井胃腸科内科 浜館四丁目14-4 － 市運営WEB
病院ホームページ

普段通院しているかた優先

近藤内科胃腸科 筒井三丁目14-32 017-728-2022 電話／病院窓口
／市運営WEB

受付…診療時間内（午前中は電話に出られないこと
が多い。窓口はその都度）　※新規患者受付可

さ さいとう小児科 八重田二丁目13-8 017-736-4640 電話 受付…月～金10：00～17：30、土10：00～12：00　※新規
患者受付可。持病のあるかたは主治医の承諾が必要。

斉藤内科県庁前
クリニック

長島二丁目3-4 017-731-3110 電話
病院窓口
市運営WEB

受付…月～金14：00～17：00、土９：00～12：00　
※新規患者受付可。キャンセル不可。当院で１回
目・２回目共に接種可能なかた。

斉藤内科小児科医院 青柳二丁目6-17 － 病院窓口 受付…診療時間内　※普段通院しているかたのみ

佐々木胃腸科内科 岡造道二丁目2-25 017-741-1155 電話／病院窓口
／市運営WEB

受付…診療時間内　※普段通院しているかたを優先。
新規患者受付可。

ささき耳鼻咽喉科
クリニック

浪館字泉川22-7 － 病院窓口 受付…当院受付時間内　※普段通院しているかた及
び家族で重篤な疾患がないかた。キャンセル不可。

佐藤クリニック内科
循環器科

青柳二丁目1-12 017-722-4802 電話
病院窓口

受付…月～金９：00～12：00、14：00～16：30、土９：00
～11：30　※普段通院しているかた優先

佐藤整形外科・
リウマチ科クリニック

奥野一丁目5-8 017-721-3755 電話 受付…診療時間内（電話申込み後、後日病院から日
程連絡）　接種…月・火・水・金15：00～17：00　
※新規患者受付可

佐藤内科クリニック はまなす一丁目
17-21 － 病院窓口 受付…診療時間内　月・火・木・金９：00～17：00、

水・土９：00～11：00　※普段通院しているかたのみ

三戸内科胃腸科 浪館前田四丁目10-1 017-781-6011 電話／病院窓口 受付…診療受付時間内　※普段通院しているかた優先

嶋中内科循環器科 青柳二丁目9-38 017-775-2111 電話／FAX（017-
775-2344）

受付…月～金９：00～16：00、土９：00～11：00　
※普段通院しているかた優先

白取医院 高田字川瀬294-9 017-739-2342 電話 受付…月～金８：30～17：00、土８：30～12：00　
※普段通院しているかたのみ

じん耳鼻咽喉科医院 里見二丁目9-1 － 病院窓口 定期的に通院しているかた、当院職員と接触の多いかた
（付添い、業者等）。受診時に予診票を下書きして来院。

新城胃腸科内科 新城字平岡175-23 017-788-8551 電話
病院窓口

受付…月～金（木・土は午前のみ）９：00～11：30、14：00～
18：30　※普段通院しているかたのみ

しんまちクリニック 新町二丁目1-14 017-735-3111 電話 受付…月～金８：30～17：00、土８：30～12：00　
※普段通院しているかた優先

菅原泌尿器科 松原三丁目3-20 017-777-5000 電話
病院窓口

受付…月・火・水・金９：00～12：00、15：30～17：00　
※普段通院しているかた優先

関谷外科クリニック 横内字亀井261-9 017-752-7570 電話 受付…月～金９：00～11：00　※普段通院しているかたのみ

象こどもクリニック 沖館一丁目12-13 － 市運営WEBのみ 新規患者受付可

・予約方法が「市運営WEBのみ」となっている場合は、医療機関へ直接電話することや、窓口に行くことは
お控えください。予約方法に「市運営WEB」もしくは「市運営WEBのみ」と記載している場合は、コール
センターでの電話予約ができますので、コールセンターをご利用ください。

　青森市新型コロナワクチン接種専用コールセンター（☎017－764－6539、017－752－0517）
・WEBとFAXの予約は24時間対応となりますが、FAXは聴覚障害のあるかたのみ対応しています。

予約時の

注意事項
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青森区域（た～は行）
実施医療機関名 住所 電話番号 予約方法 特記事項（受付は予約受付時間、祝日を除く）

た 高屋医院 長島三丁目5-8 017-776-2881 電話
病院窓口

受付…月～金９：30～17：00、土９：30～12：30（日、祝、
第１・３木、８/13～15は受付なし）※新規患者受付可

たく内科クリニック 大野字山下171-7 017-752-1192 電話／病院窓口
／定期受診時

受付…月～金10：00～11：00、16：00～17：00　
※普段通院しているかたのみ

武山循環器科内科 勝田二丁目9-13 017-734-0111 電話
病院窓口

受付…月・火・水・金８：30～18：00、木・土８：30～
12：00　※普段通院しているかた優先

たざわ生活習慣病
クリニック

中佃二丁目18-26 017-752-8386 電話 受付…月～金８：30～12：00、14：00～18：00、土８：30
～12：30　※普段通院しているかたのみ

田中産婦人科クリニック 花園一丁目7-13 017-744-4103 電話 受付…診療時間内　※普段通院しているかたのみ（当
面、予約で埋まっている）

田辺和彦胃腸科内科医院 勝田一丁目15-10 － 病院窓口 受付…月・火・木・金９：00～17：00、土９：00～12：00　
※普段通院しているかたのみ（現在の申込みで10月以降）

たにた耳鼻咽喉科
クリニック

古川一丁目21-18 
NARAYAビル2F

017-774-8733 電話 受付…月・火・水・金・土９：30～12：30、14：30～17：00　
※普段通院しているかた優先

田村医院 古川一丁目18-14 017-722-3333 電話 受付…月・火・水・金９：00～12：00、14：00～17：00、
木・土９：00～12：00　※新規患者受付可

堤橋ふれあいクリニック 堤町二丁目24-13 017-718-5527 電話 受付…月・火・木・金９：00～18：00、水・土９：00～
13：00　※普段定期的に通院しているかたのみ

とよあきクリニック 浜田二丁目15-5 017-762-3100 電話
病院窓口
市運営WEB

受付…11：00～17：00（日除く）、接種…月～土12：00
～12：30、月～金15：00～15：30、土14：00～15：00、
月・火・木・金18：00～18：30　※普段通院しているか
た優先。接種時間に必ず来院できるかた。

な 長島皮フ科クリニック 金沢四丁目16-27 017-776-1112 電話
病院窓口

受付…電話受付は月・火・水・金９：00～12：00のみ　
※普段通院しているかたのみ

中野脳神経外科・
総合内科クリニック

石江四丁目4-3 017-788-7200 電話／市運営WEB
／定期受診時

受付…診療時間内　月～金９：00～18：00、水・土
９：00～12：00　※新規患者受付可

なかむら脳外科・
頭痛クリニック

浪打二丁目10-12 017-744-1165 電話
病院窓口

受付…月・火・木・金９：00～17：00、水・土９：00～
12：00　※普段通院しているかた優先（過去１年以内
に来院している18歳以上）

中村豊医院 西滝一丁目16-31 017-782-6633 電話
病院窓口

受付…月～金（土は午前のみ）９：00～12：00、14：30～
17：30　※普段通院しているかた優先

浪打病院 合浦二丁目11-24 － 市運営WEBのみ 新規患者受付可

成田あつしクリニック 浪館前田三丁目
22-8

017-761-7215 電話／FAX（017-
761-7218）

受付…月～金９：00～17：00、木・土９：00～12：00　
※普段通院しているかた優先

成田祥耕クリニック 中佃一丁目1-30 017-743-6511 電話
病院窓口

受付…月～金９：00～12：00、15：00～18：00、土９：00
～12：00　※普段通院しているかたのみ

虹ヶ丘内科クリニック 虹ケ丘一丁目3-13 017-765-1177 電話
病院窓口

受付…月～金（土は午前のみ）10：00～12：00、16：00～
17：30　※普段通院しているかた優先（他医療機関で
治療中のかたは処方内容の確認）

は ひでかず胃腸科内科 大野字前田75-89 017-762-1600 電話
病院窓口

受付…月～金（水・土は午前のみ）９：30～11：00、
14：30～17：00、接種…８：30～９：00　
※普段通院しているかた優先

平井内科医院 松原三丁目2-5 017-774-3355 電話
病院窓口

受付…月～金８：30～12：00、14：00～17：00、土８：30
～12：00　※普段通院しているかた優先

ファミリークリニック 幸畑字松元20-5 017-728-7000 電話 受付…月・火・水・金９：00～12：00、14：00～18：00、
木・土９：00～12：00　※普段通院しているかたのみ

福井ひ尿器科
クリニック

篠田一丁目10-19 017-766-7100 電話 受付…月・水・金13：10～（12人）、13：40～（12人）、
火・木・土10：30～11：00（６人）　※新規患者受付可

福士胃腸科循環器科
医院

千富町一丁目4-16 017-776-4558 電話
病院窓口

受付…月・火・木・金９：00～12：00、14：00～17：00、
水・土９：00～11：00　※普段通院しているかた優先

福士内科胃腸科医院 緑一丁目19-5 017-777-8363 電話
病院窓口

受付…月～金（土除く）９：00～12：00、14：00～16：00　
※普段通院しているかた優先

福士泌尿器科医院 金沢三丁目31-10 017-739-3633 電話
病院窓口

受付…月・火・水・金15：00～16：00　
※普段通院しているかたのみ

藤本クリニック 大野字片岡34-3 017-729-1111 電話
病院窓口

受付…月・火・水・金10：00～18：00、木・土10：00～
12：00　※普段通院しているかたのみ

降矢内科医院 花園一丁目19-1 017-742-1836 電話 受付…月・火・水・金８：30～12：00、14：00～17：00、
木・土８：30～12：00のみ　※新規患者受付可

新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関
※変更となる場合がありますので、ご了承ください。電話番号欄が空欄のところは電話受付はしていませんのでご注意ください。

（令和３年６月22日現在）（令和３年６月22日現在）
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青森区域（ま～わ行）
実施医療機関名 住所 電話番号 予約方法 特記事項（受付は予約受付時間、祝日を除く）

ま まちだ内科クリニック 羽白字沢田39-4 017-788-6688 電話
病院窓口

受付…月～金８：00～12：00、14：30～17：00、土８：00～12：00、
日・祝８：00～11：00　※普段通院しているかた優先

まつもと内科外科
クリニック

沖館五丁目5-26 017-783-3030 電話
病院窓口

受付…月・火・水・金14：00～16：00　
※普段通院しているかたが終了次第、再度検討

三上医院 幸畑一丁目36-29 017-728-6666 電話 受付…月・火・木・金10：00～15：00、土・日10：00～
12：00　※普段通院しているかた優先（合併症、基礎
疾患によりお断りする場合あり）

三上雅人クリニック 千刈二丁目7-18 － 定期受診時 受付…月・火・木・金・土８：30～12：00、月・火・木14：00
～17：00、金14：00～18：00　※普段通院しているかた優先

三川内科医院 八重田二丁目1-6 017-736-8191 電話
市運営WEB

受付…月・火・水・金14：00～17：00、木・土11：00～12：00　
※普段通院しているかた優先

ミッドライフクリニック
AMC

新町一丁目2-5 017-721-5111 電話 受付…月～金８：30～12：00、14：00～17：00　
※普段通院しているかた優先

南内科循環器科医院 岡造道一丁目17-8 － 市運営WEBのみ 新規患者受付可

村上新町病院 新町二丁目1-13 017-723-1111 電話
病院窓口
市運営WEB

受付…月～金８：30～17：00、土８：30～12：00、接種…
月～金（土は午前のみ）８：30～11：00、13：30～16：00　
※普段通院しているかた優先

村上内科胃腸科医院 栄町二丁目2-1 017-741-1215 電話／病院窓口 受付…診療時間内　※普段通院しているかたのみ

村上病院 浜田三丁目3-14 － 定期受診時 受付…月～金８：30～12：00、13：30～16：30　
※普段通院しているかたのみ

村林内科クリニック 沖館四丁目8-17 080-9687-
6950

電話 受付…月～金10：00～12：00、14：00～16：00　
※普段通院しているかたのみ

森総合クリニック松原 奥野二丁目20-2 017-776-6299 電話 受付…月～金11：00～13：00、16：00～18：00　
※新規患者受付可

盛ハート･クリニック 奥野一丁目1-9 － 定期受診時 受付…診療時間内　※普段通院しているかたのみ

森山内科クリニック 筒井字八ツ橋
1382-12

017-728-1550 電話 受付…月・火・木・金14：00～17：00　
※普段通院しているかたのみ

や 八重田医院 はまなす二丁目
6-11 － 病院窓口 受付…診療時間内（混雑時は受付できない場合あり）　

※普段通院しているかたのみ

安方クリニック 安方一丁目11-6 017-732-3955 電話
定期受診時

受付…月～金11：00～12：00、土９：00～10：00　
※普段通院しているかたのみ

やましき内科
クリニック

浪打二丁目3-1 － 病院窓口 受付…月・火・木・金９：00～11：00、15：30～17：30、
水・土９：00～11：00　※普段通院しているかたのみ

ゆきた内科クリニック 松原一丁目5-14 017-775-6650 電話 受付…月～土８：30～12：30、月・火・木・金14：30～
17：30　※普段通院しているかた優先

好醫院（よしいいん） 浜田字玉川247-1 
ヴァン・ピュール
南青森1F

017-762-5573 電話 受付…月・火・水・金12：00～17：00、接種…第１・３木
15：00～19：00、第２・４木18：00～20：00　
※新規患者受付可

ら りょう内科クリニック 富田三丁目16-4 017-761-2326 電話 受付…診療時間内　※普段通院しているかたのみ
（現在９月末まで予約が埋まっており、10月以降は未定）

レディスクリニック・
セントセシリア

筒井字八ツ橋
95-12

017-738-0321 電話 受付…月・火・水・金10：15～11：30、15：00～16：15　
※新規患者受付可（女性のみ）

わ わたなべ内科
クリニック

奥野三丁目12-17 017-764-0833 電話
病院窓口

受付…月～水・金・土９：00～12：00、15：00～17：30、
木９：00～12：00のみ　※普段通院しているかた優先

浪岡区域
あ 青森市立浪岡病院 浪岡字平野180 0172-62-3111 電話 受付…月～金８：30～17：00、第２・４土８：30～12：00　

※普段通院しているかたのみ

か 国立病院機構 青森病院 女鹿沢字平野155-1 0172-62-4055 電話
定期受診時

受付…電話は月～金13：30～16：30　
※普段通院しているかたのみ

た 田原小児科医院 浪岡字細田103-1 0172-62-4137 電話 受付…月～金９：00～12：00、13：30～18：00　
※普段通院しているかた優先

津軽医院 浪岡字浅井205 0172-62-3101 電話／病院窓口
／市運営WEB

受付…月～金８：30～16：30、土８：30～12：00（WEB稼
働は９月予定）　※新規患者受付可

な なみおか腎・泌尿器科
クリニック

浪岡字稲村162-8 0172-62-0205 定期受診時 受付…月・火・金15：00～17：00、水・木・土８：30～11：30　
※当院通院中で集団接種が望ましくないと判断した
かたのみ（記入済予診票、お薬手帳、緊急時連絡先
持参で、事前面談し予約）

・予約方法が「市運営WEBのみ」となっている場合は、医療機関へ直接電話することや、窓口に行くことは
お控えください。予約方法に「市運営WEB」もしくは「市運営WEBのみ」と記載している場合は、コール
センターでの電話予約ができますので、コールセンターをご利用ください。

　青森市新型コロナワクチン接種専用コールセンター（☎017－764－6539、017－752－0517）
・WEBとFAXの予約は24時間対応となりますが、FAXは聴覚障害のあるかたのみ対応しています。

予約時の

注意事項
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一般的に、ワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反

応」が生じる可能性があります。治療が必要になったり、障害が残るほどの副反応は極めてまれですが、ゼロではありません。

◆接種後すぐに現れる可能性のある症状

アレルギー症状

皮膚・粘膜症状 呼吸器症状 消化器症状 循環器症状等

アナフィラキシー 　上記アレルギー症状が複数現れ、強い全身症状が出てくる状態

血管迷走神経反射
　　　　　・立ちくらみ
　　　　　・めまい

・腹痛
・嘔吐

・血圧低下
・意識レベル

の低下

※これらの症状が現れることはないか、ワクチンを受けた後は、15分以上接種会場で座って様子を見ます。
　過去に重いアレルギー症状を起こしたことがあるかたや、採血等で気分が悪くなったことがあるかたは、30分程度会場
で様子を見ます。

※接種後数日以内に、痛みや腫れ、関節痛、発熱、消化器症状などが現れる場合があります。症状が出た場合には、接種
した医療機関または「青森市新型コロナワクチン接種専用コールセンター（☎017－764－6539、017－752－0517）」へ
ご相談ください。

・じんま疹
・かゆみ
・発赤、紅斑
・充血

・息苦しさ
・呼吸音がゼー

ゼー、ヒュー
ヒューする

接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに起こります。
通常、横になって休むと自然に回復します。

　■新型コロナワクチンの副反応について

　■集団接種　接種会場・日程

７月

日 月 火 水 木 金 土

１
健診

２
管理

３
青森・浪岡

４
青森・浪岡

５
管理

６
管理

７
健診

８
管理

９
管理

10
青森・浪岡

11
青森・浪岡

12
健診

13
健診

14
健診

15
管理

16
健診

17
青森・浪岡

18
青森・浪岡

19
健診

20
健診

21
健診

22 23 24
青森・浪岡

25
青森・浪岡

26
健診

27
管理

28
健診

29
健診

30
管理

31
青森・浪岡

９月以降の集団接種の日程は８月下旬ころのお知らせとなります。市ホームページをご覧になるか、青森市新型コロナワクチ

ン接種専用コールセンター（☎017-764-6539、017-752-0517）へお問合せください。

※感染症等の状況により、実施を見合わせる場合や、人数を制限する場合がありますのでご了承ください。
※駐車スペースには限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願いします。

　■接種は義務ではありません

８月

日 月 火 水 木 金 土

１
青森・浪岡

２
健診

３
管理

４
健診

５
管理

６
管理

７
青森・浪岡

８
青森・浪岡

９ 10
健診

11
管理

12 13 14

15 16
健診

17
管理

18 19
管理

20
健診

21
青森・浪岡

22
青森・浪岡

23
健診

24
管理

25
健診

26
健診

27
管理

28
青森・浪岡

29
青森・浪岡

30
健診

31
管理

区分 接種会場 受付時間 申込期限

青森
各市民センター

（北部、油川、西部、古川、沖館、大野、荒川、中央、横内、戸山、東部） 【土曜】13：10～16：30

【日曜】 9：10～16：00

希望日の４営業日前まで浪岡 浪岡中央公民館

健診 青森県総合健診センター（佃二丁目19-12） 13：00～15：30

管理 附属あおもり健康管理センター（松原三丁目9-39） 13：00～15：30

接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。
接種を望まないかたに接種を強制することはありません。
また、受けるかたの同意なく接種が行われることはありません。

新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか？
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◇個別接種・集団接種共通

・予約開始日、接種開始日は、年齢ごとに異なりますので、予約する際は自身の開始日をよく確認

して、予約開始日になったら予約手続きするようお願いします。

・接種を希望するかたのワクチンは用意できますので、すぐに予約が取れなくても、ワクチン接種

を受けられなくなることはありません。

・接種当日は、ワクチン接種に適した、肩を出しやすい服装でお越しください。

・なお、医療従事者や介護従事者等、既に２回接種されたかたは、郵便で送られてくる接種券は使

用しないようご注意ください。

◇個別接種

・p４～７の接種実施医療機関のうち、予約方法が「市運営WEBのみ」となっている場合は、医

療機関へ直接電話することや、窓口に行くことはお控えください。

・基礎疾患をお持ちのかたは、通院または入院しているかかりつけ医療機関にご相談のうえ、原則

個別接種をご利用ください。

◇集団接種

・早めのご来場は混雑の原因となりますので、予約した時間帯にお越しください。

・会場によっては駐車場の台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用いただくか、送迎等

でのご協力をお願いします。

　■ワクチン接種にあたっての注意事項

　■よくある質問と回答
質　問 回　　答

1

接種券を紛失しました。

どのような手続きが必要

ですか。

接種券を紛失した場合、「接種券再発行申請書兼接種記録確認同意書（新型コロナウ

イルス感染症）」を、青森市保健所感染症対策課ワクチン接種運営チーム宛に提出して

いただく必要があります。詳しくは、青森市新型コロナワクチン接種専用コールセン

ター（☎017－764－6539、017－752－0517）へお問合せください。

2
他の予防接種と一緒に接

種できますか。

他の予防接種は、同時に同一の接種対象者に対して行わないこととなっています。新

型コロナウイルスワクチンの接種前後に、他の予防接種を行う場合は、原則として13

日以上の間隔をおくこととなっています。

３

やむを得ない事情があ

り、住民票を置いていな

い自治体で接種を受ける

場合は、どうすればよい

ですか。

青森市外でワクチン接種を希望する事情により、申請方法が異なります。

①原則、接種を受ける市区町村への申請が必要な場合

単身赴任されているかた、下宿している学生のかた、出産のため里帰りしている妊

産婦のかた、ＤＶ・ストーカー行為等・児童虐待で避難しているかた

※ＤＶ等により住民票所在住所以外で接種券の受取を希望する場合は、感染症対策

課（☎017－764－6539、017－752－0517）へお問合せください。

②原則、接種を受ける市区町村への申請が不要な場合

入院・入所者、基礎疾患を持つかたが主治医の下で接種する場合、災害による被害

にあったかた、勾留または留置されているかた、受刑者
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事業継続支援緊急対策事業補助金
（感染症対策設備機器等導入支援）

　店舗・事業所の新型コロナウイルス感染症感染
防止対策に要する経費の一部を補助します。

事業所・店舗等における飛沫感染や接触感染、近距離会話対策等で令和３年４月１日から事業完了日までに要

した経費を算定基礎とし、事業継続に必要な経費
【補助対象経費】

補助対象経費の８割相当額または10万円のいずれか低い額（下限１万円）

１事業者あたり上限 3 0 万 円 （１事業所・店舗につき上限10万円、３事業所・店舗まで）

●補助額

●対象となる経費

問新ビジネス支援課（☎017－734－2379）
　経済政策課　事業継続支援チーム（☎017－734－5132）

●申請の流れと必要書類等

①交付申請…令和３年７月１日（木）から８月31日（火）まで

　〇事業継続支援緊急対策事業補助金交付申請書及び対象者とわかるもの

　〇補助対象経費が確認できるもの
　　（導入予定の設備等の見積書、令和３年４月１日から申請までに既導入済の設備等の領収書等）

②交付決定（市が申請内容の審査後、市から申請者へ交付の決定を通知します）

③実績報告及び請求…令和３年10月31日（日）まで

　〇事業完了実績報告書兼請求書

　〇事業完了内容確認書類（領収書、納品書、工事内訳書の写し、機器設置、工事後の写真等）

④補助金支払

　※物品等（消耗品を除く）の購入費、設備等の工事費、機器、設備等のリース料またはレンタル料が補助対象経費となります。

　※国、県及び市等から助成金等の交付を受けている補助対象経費がある場合、当該補助対象経費は補助対象外とします。

　※補助の対象とならない経費の例
使い捨てマスク・消毒用ハンドボトル、消毒液などの消耗品、通常のエアコン・空気清浄機・清掃用具・車両の更新などの物品購入、

抗菌コーティングの施工や清掃等の役務、物品等の導入による水道光熱費の増、３密回避による業務増に伴う人件費の増など

目　的 具 体 例

衛生環境の整備

非接触型検温器、サーモグラフィ、従業員用フェイスシールド、アルコール自動噴霧器、空気清浄機器等設
備（除菌機能があるもの）、器具用消毒器、アクリル板・パーテーションの設置、透明ビニールカーテン・
飛沫防止シート、トイレの改修（自動開閉蓋、自動洗浄の導入等）、抗菌素材の床・壁紙等への張替え、抗
菌畳の導入、スリッパ等滅菌設備の導入　など

換気の向上
空調設備（高効率換気機能）の導入または強化、エアコン（外気換気、空気清浄または除菌機能がある一体
型）、換気のための網戸・窓・換気扇設置　など

密集・接触の回避
非接触型設備（タッチレス水栓、自動ドア等）の導入、キャッシュレス決済の導入、自動精算機（セルフレ
ジ）の導入、誘導サインの設置、テイクアウト対応設備の整備　など

１事業者 最大 9090  万円万円 を支援します 受付期間 ７/１（木）～８/31（火）

【日本標準産業分類】

・卸売業・小売業（無店舗小売業を除く）　・物品賃貸業（自動車賃貸業を除く）
・技術サービス業（写真業など）　　　　　・飲食サービス業
・洗濯、理容、美容、浴場業　　　　　　　・その他の生活関連サービス業（運転代行業を除く）
・その他の教育、学習支援業　　　　　　　・療術業

対象
業種
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事業継続支援緊急対策事業補助金
（自己所有物件事業者支援）

問経済政策課　事業継続支援チーム（☎017－734－5132）

令和３年７月を賃貸借契約期間に含む店舗等の賃料月額の８割相当額×２か月分

※共益費、駐車場、振込手数料、倉庫、住居部分、土地の賃借料、機器等の設置経費等は対象外※共益費、駐車場、振込手数料、倉庫、住居部分、土地の賃借料、機器等の設置経費等は対象外

１事業者あたり上限 6 0 万 円（賃料月額の８割）

●補助額・申請方法

問経済政策課　事業継続支援チーム（☎017－734－5132）

自己所有物件における事業継続のための支援（算定基礎額の２か月分）

※令和３年度に課税された店舗等に係る固定資産税８割相当額を１か月分の算定基礎とする※令和３年度に課税された店舗等に係る固定資産税８割相当額を１か月分の算定基礎とする

１事業者あたり上限 6 0 万 円

７月１日（木）から

受付開始

●補助額・申請方法

事業継続支援緊急対策事業補助金
（家賃支援）

（１事業所・店舗につき上限20万円　自己所有物件事業者支援と合計して３事業所・店舗まで）
※令和３年度青森市事業継続支援緊急対策事業補助金（自己所有物件事業者支援）により申請した店舗・事業所は対象外

（１事業所・店舗につき上限20万円　家賃支援と合計して３事業所・店舗まで）
※令和３年度青森市事業継続支援緊急対策事業補助金（家賃支援）により申請した店舗・事業所は対象外
※記入の際には、令和３年度の固定資産税の納税通知書をご用意ください

申請 【提出先】〒030－0801　新町一丁目３－７
　　　　　　　　　　　　　　 青森市役所　経済政策課　宛

申請書等に必要事項を記入の上、必要書類を添えて郵送で提出してください。

申請書（様式）は、市ホームページに掲載します。

事業継続支援緊急対策事業補助金の申請はこちら▼

　自己所有物件の固定資産税相当額の一部を
補助します。

　賃借している店舗等の運営に必要な固定費
である家賃の一部を補助します。

　市では事業者の皆さまの事業継続のため、青森市内及び市外に本店を有する中小企業または小規模事
業者等を対象に、青森市内に所在する店舗等の家賃・自己所有物件・感染症対策設備機器等導入に必要
な経費を、１事業者に最大90万円を支援します。

※令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に未納がある場合は対象外
※市外に本店（個人にあっては住所）を有する事業者は、上記のほか所在する自治体の市税等に未納がある場合は対象外
※詳細は市ホームページをご覧ください

事業継続支援緊急対策事業補助金
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◆商品券の購入方法
・青森市から全世帯（世帯主宛）へ購入引換券を郵送
・１セット13,000円分（1,000円券13枚）を10,000円で購入
※購入引換券及び身分証等を持参し、販売所へ

◆商品券の利用期間

◆商品券の利用店舗
商品券は、のぼりやポスターなどを掲示しているお
店で利用できます。

利用店舗など、詳細はこちらから！➡

青森市プレミアム付商品券を販売します
問青森市プレミアム付商品券事業実行委員会（☎017－718－2508）

７月１日（木）から

販売開始

商品券を利用店舗で利用
【利用期間】７/１～９/30

市内全ての郵便局とサンロード青森内簡易郵便局及び桜
川簡易郵便局、青森県民生協市内11店舗、青森日商連、
イオン青森店、イトーヨーカドー青森店、さくら野百貨
店青森本店、サンロード青森、問屋町交流ストア、中三
青森サテライト店、日専連ホールディングス、マエダ 
ガーラモール店、マエダストア虹ヶ丘店、マックスバ
リュ（幸畑店 浪打店 浜田店）、ユニバース ラ・セラ東
バイパスショッピングセンター、ゆ～さ浅虫、アップル
ヒル、あぴねす

◆商品券の販売所

７月１日（木）～８月31日（火）

◆商品券の販売期間

７日１日（木）～９月30日（木）

商品券を購入
【販売期間】７/１～８/31

③②①

　長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にある地域経済の回復に向け、市民の生活を

応援し、市内の消費喚起に繋げるため、30％のプレミアムを付けた地域限定で利用できる商品券を販売します。

　販売価格１万円に３千円のプレミアムが上乗せされた商品券は、令和３年５月１日に本市の住民基本台帳に記録され

ている全市民一人１セット購入できます。

　購入に当たっては、６月下旬に青森市から全世帯（世帯主宛）に郵送した購入引換券及び身分証等を商品券販売所に

持参し、商品券を購入してください。

利用店舗プレミアム付
商品券販売所市民青森市

　６月下旬に全世帯
（世帯主宛）へ購入引換券を郵送

問水道部営業課

　（☎017－734－4281）

　水道部下水道管理課

　（☎017－752－0029）

　水道部上下水道課（浪岡庁舎）

　（☎0172－62－1143）

水道料金・下水道使用料等を全額免除しました水道料金・下水道使用料等を全額免除しました
　市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による市民生活や事業活動への影響を軽減するため、市の緊急

対策の一つとして、４月検針分（５月納付分）の１か月分の水道料金・下水道使用料等を全額免除しました。

●対象・平均免除額

一般家庭

　 5,953　 5,953円

民間事業者

　26,022　26,022円

●対象件数
◆水道料金…128,651128,651件
◆下水道使用料・
　農業集落排水施設使用料…96,43596,435件

※すでに窓口で、４月検診分の水道料金及び

下水道使用料等を納付されている場合は、

５月検針分に充当しております

市独自

１万円で13,000円分のお買い物が

できるお得な商品券！

市独自
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　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている民間バス事業者、タクシー・運転代行・レンタカー事業者に対
し、事業の継続を支援するため、緊急対策支援金を交付します。
※民間バス・タクシー・レンタカー事業者は各協会、運転代行事業者は各事業者が申請してください

民間バス事業者
●対象者・支援金額

民間バス事業者、タクシー・運転代行・レンタカー事業者へ
緊急対策支援金を交付します

問都市政策課（☎017－752－8124）

タクシー・運転代行・レンタカー事業者

令和３年４月１日時点で青森県バス協会に加入していて、青森市内に本社または営業所がある民間事業者ある民間事業者
１事業者につき

　車両台数（貸切）× 1 0 万 円 （上限200万円）

①タクシー事業者
　令和３年４月１日時点で青森市タクシー協会または南黒タクシー協会のいずれかに加入している事業者いずれかに加入している事業者

　【法人】 車両台数 ×１万 円　　　【個人】 1 0 万 円

●対象者・支援金額

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受
けている宿泊施設に対し、事業の継続を支援するた
め、青森市宿泊施設緊急対策支援金を交付します。
※対象となる宿泊施設事業者は、各団体を通して申請

してください

令和３年４月１日時点で青森市旅館ホテル協同組合、青森市ホテル連絡協議会、浅虫温泉旅館組合に加入している
宿泊施設事業者

宿泊施設へ緊急対策支援金を交付します

問交流推進課（☎017－734－5175）

●対象者・支援金額

１施設当たりの支援金額＝ ３ 万 円/100㎡×床面積（㎡）（上限300万円、下限50万円）
※床面積は、現在市で所有する旅館台帳に掲載されている面積

②運転代行事業者
　自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律による認定を受けている事業者

　車両台数 ×１万 円

③レンタカー事業者
　令和３年４月１日時点で青森県レンタカー協会に加入している事業者

　乗用車　車両台数 ×１万 円　　バス　車両台数 × 1 0 万 円（乗用車とバスの合計額で算定）乗用車とバスの合計額で算定）

青森市内に本社または営業所のある次の事業者　※支援金額は１事業者につき上限100万円、下限10万円、下限10万円

７月１日（木）から

受付開始市独自
観光事業者を支援します

受付期間 ７/１（木）～８/31（火）
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子育て世帯を支援します 問子育て支援課（☎017－734－5334）

　浪岡振興部健康福祉課（☎0172－62－1113）

◆ひとり親世帯分

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

●対象・支給額（月額）

◆ひとり親世帯以外の子育て世帯分

生活困窮者を支援します
新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金生活困窮者自立支援金 問生活福祉一課（受付専用、☎017－718－0248）

○総合支援資金の再貸付（県社会福祉協議会実施）を終了した世帯（８月末までに再貸付を終了する世帯を含む）
○再貸付が不承認となった世帯
○再貸付の相談をしたが申込みに至らなかった世帯
　上記のいずれかに該当し、以下の全ての要件を満たしている世帯　※生活保護受給世帯を除く
【収　入】①市民税均等割非課税額の１/12＋②住宅扶助基準額（持ち家世帯も対象）
【資　産】預貯金が①の６倍以下（ただし100万円以下）
【求職等】ハローワークでの相談や応募・面接等、または生活保護の申請

単身世帯：６万円　２人世帯：８万円　３人以上世帯：10万円

●支給期間
７月以降の申請月から３か月（申請受付は８月末まで）

●対象・支給額
①令和３年４月分の児童扶養手当受給者のかた
②公的年金等を受給していることにより、令和
　３年４月分の児童扶養手当の支給を受けてい
ないかた

　※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回
るかたに限る

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家
計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受
給しているかたと同じ水準となっているかた

児童一人当たり一律　５ 万円

●支給手続き・支給時期
対象①に該当するかた…個別にお知らせを送付済
　▶５月11日に児童扶養手当を受給している口座へ振込済

対象②③に該当するかた…申請が必要
　▶駅前庁舎３階会議室、浪岡庁舎１階健康福祉課の申請窓口で

受付中
　▶申請内容を確認し、随時支給

※提出書類等、詳細はお問合せください

●対象・支給額
①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養
手当の受給者で令和３年度住民税（均等割）が
非課税のかた

②令和３年３月31日時点で18歳未満の児童（障害
児の場合、20歳未満）の養育者であって、以下
のいずれかに該当するかた

　※令和３年４月以降令和４年２月末までに出生
した新生児も対象となります

■令和３年度住民税（均等割）が非課税のかた
■令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税
非課税相当となったかた

●支給手続き・支給時期
対象①に該当するかた…申請不要
　▶７月７日（水）にお知らせを送付予定
　▶７月29日（木）に支給予定
　　※公務員のかたは、対象①に該当する場合も申請が必要です

対象②に該当するかた…申請が必要
　▶７月15日（木）から駅前庁舎３階会議室、浪岡庁舎１階健康福

祉課の申請窓口で受付
　▶申請内容を確認し、８月下旬以降に支給予定

※ひとり親世帯分の対象となった児童は、支給の対象外です
※提出書類等、詳細はお問合せください

低所得の子育て世帯への支援のため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

児童一人当たり一律　５ 万円

生活困窮者世帯への支援のため、生活困窮者自立支援金を支給します。詳細はお問合せください。

受付期間 ７/１（木）～８/31（火）
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１施設当たり　30万円以内～50万円以内

障害福祉サービス等の種別に応じて　１事業所当たり　１万９千円以内～197万８千円以内

　保育所等が事業を継続的に提供できるよう、職員が感染症対策を図りながら保育を継続的に実施していくために必要
な経費のほか、マスクや消毒液等の購入費用等を補助します。詳細は、対象事業所へお知らせします。

保育所等の感染拡大防止のための備品購入等を支援します
問子育て支援課（☎017－734－5421）

障害福祉サービス事業所等の感染拡大防止のための
消毒費用等を支援します 問障がい者支援課（☎017－734－5327）

●対象施設等

●助成額

●助成額

保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設

●支援内容
①職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続して実施していくために必要な経費（職員が勤務時間外に消毒・清
掃等を行った場合の超過勤務手当や休日勤務手当等の割増賃金等のかかり増し経費等）

②保育所等のマスクや消毒液等の衛生用品、感染防止用の備品等の購入費用

●対象・支援内容

①サービス継続支援
　利用者や職員に新型コロナウイルスの感染者・濃厚接触者が発生した事業所等の建物の消毒等、サービスの継続に必
要な経費を支援

②サービス協力支援
　上記①に該当する事業所等からの利用者の受入れや、応援職員の派遣等、協力する事業所等が必要な経費を支援

ワクチン接種後も感染予防対策を継続しましょう！ワクチン接種後も感染予防対策を継続しましょう！
　ワクチン接種を受けたかたは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、すぐ
に、多くのかたがワクチン接種を受けられるわけではなく、接種を受けたかたと受けていないかたがともに社会
生活を営んでいくこととなります。ワクチン接種後も、引き続き一人ひとりが「３つの密（密集・密接・密
閉）」の回避やマスクの着用、手洗いやアルコールによる手指消毒等、感染防止対策を行いましょう。

・マスクの正しい着用
・咳エチケット
・石けんでの手洗い　など

・飲食を伴う懇親会等
・大人数や長時間におよぶ飲食
・マスクなしでの会話
・狭い空間での共同生活
・居場所の切り替わり

基本の感染防止対策 気をつけたい「５つの場面」

　事業所等が、新型コロナウイルスの感染者等が発生した場合において、感染拡大防止対策の徹底を通じ、必要な障害
福祉サービス等を継続して提供できるよう支援します。また、感染者等が発生した場合に備え、障がい特性に配慮した
応援体制等の構築を支援します。詳細は、対象事業所等へお知らせします。
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新型コロナウイルスワクチン　接種までの流れ新型コロナウイルスワクチン　接種までの流れ

STEP１　接種券が届く

STEP２　事前予約をする

STEP３　接種前の準備

STEP４　接種当日

①接種券

　（シール状になっていますが、はがさずお持ちください）

②予診票（２枚…２回接種分）

③新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

④新型コロナウイルスワクチンについて

どちらかを選択して予約してください

① 予診 ② 接種 ③ 経過観察
（15～30分）

◆副反応の症状が現れることがないか、ワクチンを接種した後は、15分以上接種会場で座って様子を見ます。

◆過去に重いアレルギー症状を起こしたことがあるかたや、採血等で気分が悪くなったことがあるかたは、

　30分程度会場で様子を見ます。

※接種後数日以内に、痛みや腫れ、関節痛などの症状が

現れた場合は、接種した医療機関または

　「青森市新型コロナワクチン接種専用コールセンター

　（☎017－764－6539、017－752－0517）」

　へご相談ください。

ワクチンを接種した後は…

・激しい運動は控えましょう。

・接種部位は清潔に保ちましょう。

・当日の入浴は問題ありませんが、接種部位を

強くこすらないようにしましょう。

個別通知

またはまたは

またはまたは

身近なかかりつけ医で個別接種 かかりつけ医等のいないかた向け集団接種

医療機関へ直接電話等で予約
※医療機関一覧は、４～７ページをご覧ください予約 予約

専用コールセンターへ電話で予約

①予診票に必要事項を記入する ②接種券を台紙からはがさず持参

③身分証明書を持参（運転免許証や保険証）

【来場時間について】早めのご来場は混雑の原因となります。予約分のワクチンは準備していますので、予約した時間帯にお越しください。

当日のスムーズな当日のスムーズな

接種のため、接種のため、

事前に必ず事前に必ず

太枠部分を太枠部分を

記入記入してください。してください。

当日受付で当日受付で①～③①～③をすぐに提示できるよう、をすぐに提示できるよう、

お手元にご準備ください。お手元にご準備ください。

当日は検温し、発熱や体調不良がないことを確認。当日は検温し、発熱や体調不良がないことを確認。

発熱・体調不良時は接種を控えてください。発熱・体調不良時は接種を控えてください。

接種の際は、注射に適した肩を出しやすい服装で接種の際は、注射に適した肩を出しやすい服装で

お越しください。お越しください。

市運営WEB予約ページ及び専用コールセンターから予約
※一部の医療機関でご利用いただけます

市運営WEB予約ページから予約

青森市新型コロナワクチン
接種専用コールセンター
（☎017－764－6539、017－752－0517）

青森市新型コロナワクチン
接種専用コールセンター
（☎017－764－6539、017－752－0517）


