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 前橋市では、勤務先でワクチンの接種を行っていない医療従事者の方を対象に、市内医

療機関において医療従事者用の枠で接種が行えるよう体制を整えています。 

 以下を確認いただき、接種を希望される方はご自身で接種の予約をお願いします。 

●追加接種の概要 

 

 

 

 

 

 

 

●接種券の発送時期 

対象者 発送予定 

2回目の接種日が  令和 3年 5月 1日～ 5月 31日の方 令和 3年 12月 20日（発送済） 

2回目の接種日が  令和 3年 6月 1日～ 7月 28日の方 令和 4年 11月 14日 

2回目の接種日が  令和 3年 7月 29日 以降の方 令和 4年 12月（日付未定） 

※発送予定は前橋市民の場合です。発送時期は市区町村によって異なりますので、詳細は 

住民票のある市区町村へお問い合わせください。 

●予約の期間 

追加接種の時期 予約期間 接種が行える場所 

①令和 4年 1月 24日～ 1月 30日に接種   

（令和 3年7月30日までに2回目接種完了の方） 
1月 14日(金)～19日(水) 市内 10 医療機関 

※対象者数分の接種枠を十分用意していますので、原則①の期間中に接種をお願いします。 

ただし、日程調整が難しい方については次の②、③の時期・場所での接種も可能です。

なお、②、③は医療従事者以外の方も予約を行うため、予約が取れない場合があります

のであらかじめご了承ください。 

追加接種の時期 予約期間 接種が行える場所 

②令和 4年 1月 7日～ 1月 23日に接種 接種券が届き次第 集団接種会場 

③令和 4年 2月 1日以降に接種を希望 

（令和 3年 7月 31日以降に 2回目接種完了） 
1月 24日(月) 8：30～ 

市内 174医療機関 

集団接種会場 

※追加接種時期①～③の予約方法詳細については次ページ以降をご確認ください。 

 

(1) 対象者：２回接種完了者すべて（１８歳以上） 

※住所が市外の方も、前橋市内で接種を受けられます。 

(2) 接種時期：２回目接種完了から６か月以上経過後 

※６か月後の同日から接種が可能となります。 

（例）令和３年７月１日に２回目の接種 → 令和４年１月１日から接種可能 

(3) 接種券：接種券一体型予診票を、住所地へ郵送します。 

  ※接種券は住民登録している市町村から発行されます。 

新型コロナワクチン追加接種（医療従事者）の予約方法について 
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 ① 令和 4 年 1 月 24 日から 1 月 30 日までに接種（医療従事者枠）           

◆対象者数分の接種枠を十分用意していますので、原則①の期間中に接種をお願いします。 

接種期間 令和４年１月２４日（月）～１月３０日（日） 

※医療従事者用の枠を用意しています。できる限り都合をつけていただ

き、この期間での接種をお願いします。 

※２回目接種完了の６か月後の同日から接種が可能となります。 

対象者 令和３年７月３０日までに２回目の接種を完了している方 

※令和３年７月３１日以降に２回目の接種を行った方は③の期間に接種をお

願いします。 

予約期間 予約期間：令和４年１月１４日（金） ０：００ から 

１月１９日（水）２３：５９ まで 

※予約は先着順のため希望の日時、場所で予約できない場合があります。 

予約方法 前橋市ワクチン予約サイト（医療従事者専用） 

以下のアドレスまたは２次元コードから専用予約サイトにアクセスし、

ご自身で接種の希望日時・場所を選んで予約をしてください。 

※市ホームページ等からはアクセスできませんのでご注意ください。 
 
≪前橋市ワクチン予約サイト（医療従事者用）≫ 

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/maebashicity2/VisitNumbers/visitnoAuth/ 

※２４時間予約可能、サイト内での予約方法は 

 別添マニュアルをご確認ください。 

 

 

認証時データ 

①市区町村コード 

 ※半角入力 

102016（前橋市） 

住民票のある市区町村のコードを入力してください。 

市区町村コードは総務省のサイトから確認ができます。 

https://soumu.go.jp/denshijiti/code.html 

(参考）対象者が多い近隣市町村 

高崎市 102024 伊勢崎市 102041 

渋川市 102083 太田市 102059 

藤岡市 102091 桐生市 102032 

吉岡町 103454 玉村町 104647 

②接種券番号 

 ※半角入力 

接種券一体型予診票に記載された１０桁の番号 

（名簿提出時に記載していただいた１０桁の番号） 

③生年月日 予約者（被接種者）の生年月日 
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※接種券が未到着でも①～③を入力して予約を行うことができます。 

※接種券が未到着の場合でも接種を行うことはできますが、接種券が 

到着次第、接種した医療機関に提出していただく必要があります。 

できる限り接種日までに接種券の準備をお願いします。 

接種場所 前橋市内１０医療機関 

接種医療機関 

群馬中央病院（紅雲町一丁目） 老年病研究所附属病院（大友町三丁目） 

積心会 富沢病院（朝日町四丁目） 前橋北病院（下細井町） 

前橋協立病院（朝倉町） 上武呼吸器科内科病院（田口町） 

群馬県健康づくり財団（堀之下町） 前橋城南病院（富田町） 

群馬県済生会前橋病院（上新田町） 善衆会病院（笂井町） 

※直病院への予約はできませんのでご注意ください。 

接種実施日 毎日 

※医療機関ごとに接種日、接種時間が異なります。 

予約の 

ｷｬﾝｾﾙ・変更 

予約期間中に、前橋市ワクチン予約サイト（医療従事者専用）のマイペ

ージで行ってください。接種日を変更する場合は現在の予約をキャンセ

ルしてから、新たに予約を取り直す必要があります。 

※予約期間終了後のキャンセルは予約サイトで行うことはできません。

キャンセルとなる場合は以下の専用ダイヤルへ連絡をお願いします。 

 

 

 

 

接種当日 

の持ち物 

・接種券一体型予診票（予診票を記入して持参） 

 ※接種日当日に接種券が無い場合でも接種を行うことはできますが、

接種券が到着次第、接種した医療機関に提出していただく必要があ

ります。 

・新型コロナワクチン接種記録書 または 予防接種済証（接種券が無

い場合） 

 ※２回目接種から６か月の接種間隔を確認するのに必要となります。 

・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など） 

 ※診療や薬の処方が必要となった際は健康保険証が必要となります。 

・お薬手帳（必要に応じて） 

≪前橋市ワクチン接種専用ダイヤル≫ 

電話番号：０５７０－０５６７－０２ 

予約時間：平日    9：00～17：00 

 土日祝 10：00～15：00 
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 ② 令和 4年 1月 7日から 1月 23日までに接種                     

◆医療従事者以外の方も予約を行うため、予約が取れない場合もあります。 

接種期間 令和４年１月７日（金）～１月２３日（日）の金土日祝 

対象者 令和３年７月２３日までに２回目の接種を完了している方 

※令和３年７月２４日以降に２回目の接種を行った方は①または③の期間に

接種をお願いします。 

予約開始日 接種券が届き次第 

予約方法 以下の専用ダイヤルへ電話で予約を行ってください。 

 

 

 

 

※オペレーターに「医療従事者の追加接種の予約」と伝えてください。 

※専用ダイヤル以外の方法での予約はできませんのでご注意ください。 

接種場所 集団接種会場（前橋市総合福祉会館／日吉町） 

接種実施日 １月７日(金)～２３日(日)までの金土日祝 

※実施時間帯 金土 12:45～14：30 

日祝 9：45～11：30、13：45～15：30 

予約の〆切 １月 ７(金)～１０日(祝)に接種 ⇒ １月 ５日(水)１７時〆切 

１月１４(金)～１６日(月)に接種 ⇒ １月１２日(水)１７時〆切 

１月２１(金)～２３日(月)に接種 ⇒ １月１９日(水)１７時〆切 

※予約は先着順のため、希望の日時に予約ができない場合もありますの

であらかじめご了承ください。 

予約の 

ｷｬﾝｾﾙ・変更 

前橋市ワクチン接種専用ダイヤルへ連絡してください。ワクチンの準備

等のため、連絡はキャンセル・変更が分かり次第、早急にお願いします。 

接種当日 

の持ち物 

・接種券一体型予診票（予診票を記入して持参） 

※接種日当日に接種券が無い場合でも接種を行うことはできますが、

接種券が到着次第、前橋市新型コロナワクチン接種推進室（朝日町

三丁目 36番 17号）へ提出していただく必要があります。 

・新型コロナワクチン接種記録書 または 予防接種済証（接種券が無

い場合） 

 ※２回目接種から６か月の接種間隔を確認するのに必要となります。 

・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など） 

※診療や薬の処方が必要となった際は健康保険証が必要となります。 

・お薬手帳（必要に応じて） 

≪前橋市ワクチン接種専用ダイヤル≫ 

電話番号：０５７０－０５６７－０２ 

予約時間：平日    9：00～17：00 

 土日祝 10：00～15：00 
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 ③ 令和 4年 2月 1日以降に接種                   

◆ワクチンは十分な量が供給されますので、あわてずに落ち着いて予約してください。 

接種期間 令和４年２月１日（火）～３月６日（日） 

※３月７日以降分の予約開始日は現時点では未定です。決まり次第、市

ホームページや予約サイトに掲載しますのでご確認ください。 

対象者 令和３年８月１日以降に２回目接種を完了した方 

※令和３年７月３０日以前に２回目の接種を行った方は①または②の期間に

接種をお願いします。 

予約開始日 令和４年１月２４日（月）午前８時３０分から 

先行予約は行いませんので、一般の予約開始日から予約を行ってくださ

い。 

※接種希望者として提出いただいた名簿に掲載されている方は、住所が

市外の方でも前橋市内で接種を受けられます。 

予約方法 （１）前橋市ワクチン予約サイト 

以下のアドレスまたは 2 次元コードにより、専用予約サイトにアクセス

し、接種を希望する時間・場所をご自身の都合に合わせて予約してくだ

さい。 
 
≪前橋市ワクチン予約サイト≫ 

https://jump.mrso.jp/maebashicity/ 

※２４時間予約可能、サイト内での予約方法は 

 別添マニュアルをご確認ください。 

認証時データ 

①市区町村コード 

 ※半角入力 

102016（前橋市） 

住民票のある市区町村のコードを入力してください。 

市区町村コードは総務省のサイトから確認ができます。 

https://soumu.go.jp/denshijiti/code.html 

(参考）対象者が多い近隣市町村 

高崎市 102024 伊勢崎市 102041 

渋川市 102083 太田市 102059 

藤岡市 102091 桐生市 102032 

吉岡町 103454 玉村町 104647 

②接種券番号 

 ※半角入力 

接種券一体型予診票に記載された１０桁の番号 

（提出していただいた接種希望者名簿の番号） 

③生年月日 予約者（被接種者）の生年月日 

※接種券が未到着でも①～③を入力して予約を行うことができます。 

※接種券が未到着の場合でも接種を行うことはできますが、接種券が 

到着次第、接種した医療機関に提出していただく必要があります。 
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できる限り接種日までに接種券の準備をお願いします。 

（２）前橋市ワクチン接種専用ダイヤル 

以下の専用ダイヤルへ電話で予約を行ってください。 

 

 

 

 

 

接種場所 ・市内１７４医療機関 

・集団接種会場（前橋市総合福祉会館／日吉町） 

※２月以降、市内医療機関及び集団接種会場ではファイザー製ワクチン

及びモデルナ製ワクチンの２種類のワクチンの接種を行う予定です。

ワクチンの種類により接種日や接種医療機関が異なりますので、予約

する際にご注意ください。 

接種実施日 毎日  ・市内１７４医療機関 

     医療機関ごとに接種日、接種時間が異なります。 

・集団接種会場 

接種時間帯 月～土：12:45～14：30 

日・祝：9：45～11：30、13：45～15：30 

予約の〆切 接種日の６日前 

予約の 

ｷｬﾝｾﾙ・変更 

予約の〆切までに、前橋市ワクチン予約サイト（マイページ）で行って

ください。接種日を変更する場合は現在の予約をキャンセルしてから、

新たに予約を取り直す必要があります。 

※予約の〆切（接種日の６日前）を過ぎてからのキャンセルは予約サイ

トで行うことはできません。〆切後にキャンセルとなる場合は、前橋

市ワクチン接種専用ダイヤルへ連絡をお願いします。 

接種当日 

の持ち物 

・接種券一体型予診票（予診票を記入して持参） 

※接種日当日に接種券が無い場合でも接種を行うことはできますが、

接種券が到着次第、接種した医療機関（集団接種会場で接種した場

合は前橋市新型コロナワクチン接種推進室）に提出していただく必

要があります。 

・新型コロナワクチン接種記録書 または 予防接種済証（接種券が無

い場合） 

 ※２回目接種から６か月の接種間隔を確認するのに必要となります。 

・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など） 

 ※診療や薬の処方が必要となった際は健康保険証が必要となります。 

・お薬手帳（必要に応じて） 

                                          以上 

≪前橋市ワクチン接種専用ダイヤル≫ 

電話番号：０５７０－０５６７－０２ 

予約時間：平日    9：00～17：00 

 土日祝 10：00～15：00 

 


