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URL1　https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/kinkyuujitaisochi.html
URL2　https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/4thkyoryokukin.html

問い合わせ先

問商工振興課
☎(632)2438

問県新型コロナウイル
ス感染拡大防止営業時
間短縮協力金コールセ
ンター☎(651)3707
（土・日曜日、祝休日を含
む毎日、午前9時～午後
5時）
市の上乗せ分について
=商工振興課☎（632）
2433

問宮の事業者支援金等
コールセンター
☎(632)5276
（平日、午前9時～午後5
時）

内容

▼対象　最近１カ月間の売上高などが、前年または前々年同月比で3％
以上減少している事業者。

▼金額　1企業1年度当たり最大3,000万円。

▼対象　国・県の給付対象とならない令和3年8月の売上高が、前年ま
たは前々年同月比で20％以上30％未満減少している事業者。

▼金額　中小法人など＝10万円、個人事業者など＝5万円。
▼その他　申請期間・申請方法など、詳しくは、市 をご覧ください。

▼対象　国・県の給付対象とならない、令和3年4月または5月の売上
高が、前年または前々年同月比で20％以上50％未満減少している
事業者。

▼金額　中小法人など＝10万円、個人事業者など＝5万円。
▼その他　申請方法など、詳しくは、市 をご覧ください。

▼対象　県の「地域企業感染症対策支援補助金」「地域企業感染症対策
施設等支援補助金」「宿泊事業者感染症対策支援補助金」の対象経費の
下限額を下回る、感染症予防対策を行う事業者。

▼その他　補助金額や、申請方法など、詳しくは、市 をご覧ください。

▼対象期間　8月2日午後8時～9月13日午前0時の全42日間。
▼申請期限　10月31日（消印有効）。
▼申請方法　県 URL2に必要事項を入力するか、郵
送で申請。原則、本市への申請は必要ありませんが、
後日、本市から売り上げについての確認通知の送付
や追加の書類提出を依頼する場合があります。

▼その他　対象店舗や交付要件など、詳しくは、市
または県 URL2をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関する 支援制度一覧（8月18日現在）

支援制度

申請は9月30日まで
新型コロナウイルス
感染症対策特別資金

ID 1023114

新型コロナウイルス
感染拡大防止

営業時間短縮協力金
（宇都宮市上乗せ分）

ID 1027517

N
ニ ュ ー

EW
宮の事業継続支援金

ID 1027587

緊 急 事 態 宣 言 発 令 中

　本市でも新型コロナウイルスの感染が急拡
大しています。医療の崩壊が間近に迫ってい
ます。

市民に対する協力要請
▼マスクの着用、換気、3密それぞれの回避や
手洗いなどの基本的な感染防止対策の徹底。
▼生活や健康維持に必要な場合を除き、外出
自粛。
▼普段会わない人との長時間または、酒類を
伴う飲食は慎重に判断。
▼体調が悪い場合には、仕事を休む。

　この危機的状況を乗り越えるためには、市
民の皆さんのご理解とご協力が不可欠です。
改めて、感染防止対策の徹底をお願いします。

事業者に対する協力要請
■飲食店などの営業時間短縮
▼対象期間　9月12日まで。
▼要請内容　営業時間は午前5時～午後8時
に。

▼その他　県・市より、営業時間短縮協力金が
支給されます。詳しくは、下の記事をご覧く
ださい。

申請は9月30日まで
宮の事業者支援金

（宇都宮市版地域
企業応援一時金）
ID 1027360

申請は9月30日まで
宮の事業者

感染症対策補助金
ID 1027413

▲県

期間 9月12日（日曜日）まで
※8月18日現在の情報です

◀県 URL1
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URL1　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html　　　URL2　https://utsunomiya.hbf-rsv.jp
URL3　https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/saiseikaikaijou.html　　　URL4　https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/r3dakibosessyu.html
URL5　https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/2020/covid/center.html

新型コロナワクチン接種会場・予約方法 ID 1027032
▲市

ワク
チン 接種方法（会場） 予約方法 問い合わせ先

フ
ァ
イ
ザ
ー
社
製

個別接種
（市内医療機関）

　予約W
ウ ェ ブ

EBサイトURL2に必要事項を入
力するか、電話で、宇都宮市新型コ
ロナワクチン接種コールセンター☎
0570(001)448へ。
　1回目と2回目の予約を同時に取る
ことができます。詳しくは、3ページ「新
型コロナワクチンに関するQ&A」をご覧
ください。

問宇都宮市新型コロナワク
チン接種コールセンター
☎0570(001)448
▼対応時間　午前8時30分
～午後5時15分(土・日曜
日、祝休日を含む毎日)。

集団接種
（地区市民センターなど）

広域的な接種
（済生会宇都宮病院）

　県 URL3の「予約サイト」に必要事項
を入力。
　電話での予約受け付けは行っていま
せん。
※2回目の接種は、1回目の接種後、1回目の接種
の3週間後の同じ時間帯で自動的に予約され
ます。設定された予約日時に接種が受けられな
い場合は、栃木県ワクチン接種会場コールセン
ター☎0570（003）234へ。

問栃木県ワクチン接種会場
コールセンター
☎0570(003)234
▼対応時間　午前9時～午
後5時(土・日曜日、祝休
日を含む毎日)。

モ
デ
ル
ナ
社
製

大規模接種
（とちぎワクチン
接種センター

「とちぎ健康の森」）

　県 URL4の「予約サイト」に必要事項
を入力。
　電話での予約受け付けは行っていま
せん。
※2回目の接種は、原則1回目の接種の4週間後の
同じ時間帯での予約となり、接種会場内で予約。

問栃木県ワクチン接種会場
コールセンター
☎0570(003)234
▼対応時間　午前9時～午
後5時(土・日曜日、祝休
日を含む毎日)。

大規模接種
(自衛隊東京大規模

接種センター)

　自衛隊 URL5の「東京センターで予
約する」に必要事項を入力するか、電
話で、自衛隊東京大規模接種センター
☎0570(056)730へ。

問自衛隊東京大規模接種セ
ンター☎0570(056)730
▼対応時間　午前7時～午
後9時(土・日曜日、祝休
日を含む毎日)。

▲予約WEBサイト

▲県

▲県

▲自衛隊

▼接種券の送付　12歳以上の市民の皆さんに送付し
ました。接種券が届いていない人は、宇都宮市新型
コロナワクチン接種コールセンターへお問い合わせ
ください。なお、ワクチン接種は任意です。

▼予約受付　8月30日から、12歳以上のすべての人
の予約を受け付けています（下の表参照）。

▼接種回数　間隔を空けて2回接種（ファイザー社製
ワクチンは3週間、モデルナ社製ワクチンは4週間の
間隔）。2回とも同じ会場で、同じワクチンを受ける必
要があります。2回目の接種も忘れずに予約してく
ださい。

▼その他　詳しくは、接種券に同封の案内または市
、厚生労働省 URL1をご覧

になるか、宇都宮市新型コ
ロナワクチン接種コールセ
ンターへ。

新型コロナ
ワクチン接種 に関する情報

ID 1026339

▲厚生労働省▲市

（8月18日現在）

接種後の副反応など、専門的な相談
栃木県受診・ワクチン相談センター

☎0570(052)092
▼対応時間　24時間(土・日曜日、祝休日を含む毎日)。

ワクチン接種の予約や手続き
宇都宮市新型コロナ

ワクチン接種コールセンター

☎0570(001)448
▼対応時間　午前8時30分～午後5時15分(土・日曜
日、祝休日を含む毎日)。
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ワクチン接種当日の準備

新型コロナ
ワクチンに関するQ&アンドA

＼忘れ物はありませんか？／

□✓接種券（原本）

□✓本人確認書類
　（運転免許証・
　健康保険証など）

□✓お薬手帳など
　（持っている人のみ）

□✓記入済みの予診票

マスクの着用 肩を出しやすい
服装

手荷物は最小限に

予約空き枠やキャンセル枠の
情報をお知らせ

事業者向け
ワクチンコール

問保健予防課☎（626）1114
▼対象　予約の空き枠や当日のキャンセル枠
への対応が可能な、市内に住民登録がある
従業員を有する市内事業者（個人事業主も
含む）。

▼申込方法　市 のアンケートフォームに必
要事項を入力。

▼その他　注意事項など、詳しく
は、市 をご覧になるか、保健予
防課へお問い合わせください。

持ち物

服装

その他

　1回目と2回目の予約は同時に取ることが
できますが、同時に予約ができるのは、公開
されている予約枠（接種日）の範囲内となり
ます。2回目の接種日が公開されていない場
合は、公開されるまでお待ちください。
　なお、2回目の予約枠は、1回目と同数を用
意していますので、ご安心ください。

　接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭
痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱な
どがみられることがありますが、こうした症
状の大部分は、接種後、数日で回復していま
す。詳しくは、厚生労働省 URL1をご覧にな
るか、栃木県受診・ワクチン相談センター☎
0570(052)092へお問い合わせください。

　入院・入所者や市外にかかりつけ医がある場
合、単身赴任者や出産のために里帰りしている
妊産婦、遠隔地へ下宿している学生、DV被害
者など、「やむを得ない事情」に該当する場合に
は、例外的に住民票所在地以外で
接種を受けることができます。
　ただし、事情によっては、事前に申
請が必要な場合もあります。詳しく
は、市 をご覧ください。

　ワクチンは、新型コロナウイルス感染症の
発症予防や重症化を防ぐ効果が期待できます
が、他人への感染が予防できるかという調査
データはまだありません。他人にうつさないた
めにも、引き続き、マスクの着用や手洗い・うが
いなど、感染予防対策にご協力ください。

　最新情報やお問い合わせの
多い質問などは、市 にまと
めている他、とちぎテレビの
データ放送などでもお知らせ
しています。

　予約WEBサイトで、1回目と2回目の予約
を同時に取ることはできますか？

　副反応が心配です。

　住民票のある所以外で、ワクチン接種を受
けられますか？

　ワクチンを接種した後は、マスクを外した
生活ができますか？

お薬手帳

●●●町 123-4

●●　●●
● ● ● ● ● ● 　 ● ● ● ● 3 6 6✓

✓

✓

✓

✓

● ● ● 　 　 ● ● ● 028
●●●　●●●●

ID 1027459

▲市

▲市

ID 1027019

▲市

ID 1026339




