
☎（052）526ー5887

市ホームページ
新型コロナウイルス

ワクチン推進室からのお知らせ

予約・　 市ワクチン接種コールセンター☎66ー 0097（平日 午前 8時 30分～午後5時 15分）

令和３年 11 月 16 日現在

 ワクチン接種について
市内の個別医療機関で12歳の誕生日を迎え、新たに接種対象となったお子さんや、疾病などでこれま
でに接種ができなかった方などを対象に実施しております。予約は、Ｗｅｂまたはコールセンターで受け
付けしております。
【１回目・２回目の接種をご希望の方】
※１回目接種の３週間後の同じ曜日・時間に２回目接種となりますので、必ず予定をあけておいてく
ださい。１回目のみ必ず予約が必要です。２回目は不要です。
12歳を迎えた方には、誕生月の翌月上旬に接種券、予診票、ご案内を個別に送付します。
※12歳を迎えた方で早く接種を希望される方は市役所健康推進課へご相談ください。
【3回目の接種をご希望の方】
12月から医療従事者の方より順次接種が始まります。２回目接種の接種終了後、概ね８か月以上経過
した方が接種対象となります。対象の方へは個別に接種券付き予診票を送付します。
2回目接種後に、弥富市へ転入された方は、接種履歴がなく、個別案内ができませんので、市役所健
康推進課の窓口、または郵送にて接種券の発行の申請が必要です。
ただし、2回目接種を受けてから概ね8か月以上経過した方が3回目接種の接種券発行申請をすること
ができます。2回目を令和3年4月末までに接種された方の3回目接種は12月以降です。
詳しくは市ホームページにてお知らせします。
※予約の変更・キャンセルはコールセンターへお電話ください。
※新型コロナウイルスワクチン接種券の再交付およびワクチンパスポート発行、接種済証の再交付に
　　ついては、市役所健康推進課へお問い合わせください。

令和３年度新型コロナウイルスワクチン予防接種のご案内

新型コロナウイルス感染症が心配なとき
▼受診・相談センター

※診療・検査医療機関および電話相談体制を整備した医療機関につきましては、
　市ホームページでご確認ください。

※健康観察の時間（30 分程度）を含め 45 分～１時間程度かかります。　　

電話相談窓口

愛知県健康相談窓口
月～金曜日　9：00～17：30 ☎（052）954ー6272

上記以外の日時

津島保健所

電話番号

24－6999

受付日時

【平日】9：00～17：30
 (所管区域：津島市、愛西市、
  弥富市、あま市、大治町、
  蟹江町、飛島村)

夜間・休日
相談窓口

（052）
856－0315

【平日夜間】17：30～9：00
【土・日曜日、祝日】24時間体制

①発熱などの症状が生じた場合は、まずはかかりつ
け医などに電話相談する。
②相談先が分からない場合や、かかりつけ医などで
対応できない場合は、「受診・相談センター」や「電
話相談体制を整備した医療機関」へ電話相談する。
③電話相談で案内された医療機関に電話連絡し、医
療機関の指示に従って受診する。

発熱などの症状が生じた場合

新型コロナウイルスワクチンの接種後に体調が優れないとき

かかりつけ医や最寄りの医療機関、または右記の相
談窓口へご相談ください。

症状がひどい場合やなかなか改善しない場合

▼相談・受診方法

こちらのカレンダーは、広報から切り取って見やすい所に貼ってください。

※手話通訳者の設置　毎週水曜日（市役所）9：00～12：00

※新型コロナウイルス感染症拡大防止により、やむを得ず中止になる場合があります。
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成年後見制度についての
無料相談（予約制）（市役所）
13：30～16：20
心配ごと相談所
行政相談所
（総合福祉センター）
（十四山総合福祉センター）
13：00～16：00

心配ごと相談所
弁護士による法律相談（予約制）
結婚相談（予約制）
（総合福祉センター）
13：00～16：00

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

奥村クリニック
（津島市）
☎ ２２－２６００

冬休み親子ふれあい映画会
（総合社会教育センター）
10:00～、14:00～ <<納期限>>

下水道等使用料10・11月分

　　  <<納期限>>
固定資産税　           3期
国民健康保険税　     6期
後期高齢者医療保険料   6期

くすり・医療用品などに関する緊
急の相談・質問などは右記へお問
い合わせください。

令和3年12月 平日夜間・休日診療問い合わせ先
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9：00～ 11：30
14：00～ 16：30

9：00～ 11：30
13：00～ 16：30

9：00～ 17：00

当面の間、休診 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
内科および小児科については、当面の間、

平日夜間と土曜日は休診とさせていただきます。
※病状などのお問い合わせは、受付時間内に直接お電話してください。
※診療再開については、決まり次第、市ホームページにてお知らせします。

津島海部薬剤師会　くすり安心電話
☎090－2136－3858

開設時間 21：00～ 24：00

海部地区急病診療所（☎25－5210）
（津島市莪原町字郷西 37）
http://amaq.sakura.ne.jp

上記カレンダーに記載の当番医療機関については、都合により変更されることがありますので下記の消防署または
救急医療情報センターへご確認の上、受診してください。
※午後 5 時以降は消防署へお尋ねください。　※あま市の市外局番は 052 です。
●海部南部消防署  ☎52ー 0119　 ●海部南部消防署北分署  ☎65ー 0119 　●救急医療情報センター  ☎26ー 1133

休図書館

中村年金事務所による年金相談
（予約制）（市役所）
10：00～15：00
消費生活相談（予約制）
（市役所）
13：30～16：00

社会保険労務士による
ねんきん相談（予約制）
（市役所）
10：00～16：00

2学期終業式（各小中学校）
消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00
弁護士による法律相談（予約制）
（総合福祉センター）
13：00～16：00

問「心配ごと相談所」、「弁護士による法律相談」および「結婚相談」は 市社会福祉協議会 ☎65－8105
問

弁護士による権利擁護や
成年後見についての無料相談
(予約制)
（十四山支所）
13：00～15：50
消費生活相談（予約制）
（市役所）
13：30～16：00

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13：30～16：00

駅前ふじた
クリニック（あま市）
☎ ４６２－０２２２

小西整形外科
（あま市）
☎ ８７５－７１７８

つつみ整形外科
クリニック（蟹江町）
☎９７－０２２３

もりや整形外科
（あま市）
☎４４５－３７１１

後藤整形外科
（津島市）
☎２５－５５１１

「弁護士による権利擁護や成年後見についての無料相談」および
「成年後見制度についての無料相談」は海部南部権利擁護センター　 ☎69－8181

14 2021（令和3）年 12月号 広報やとみ 152021（令和3）年 12月号 広報やとみ


