
府中市新型コロナウイルス感染症対策ガイド Withコロナ対策

　新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行のリスクを下げ、医療機関の逼迫を
未然に防ぐため、府中市では、インフルエンザ予防接種費用の助成を拡大し、接種を受けやす
くしました。なお、国は、今冬のインフルエンザワクチンの優先的な接種対象者を示し、接種
時期の協力を呼びかけています。詳細は、医療機関へお問い合わせください。
※「接種時期ご協力のお願い」は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

Wｉｔｈコロナの日常を過ごすために

実施医療機関は、市のホーム
ページをご覧ください

厚生労働省の
ホームページ

問�い合わせ先　 ▽インフルエンザ予防接種に関すること…健康推進課元気づくり係（リ・フレ内・☎
４７-１３１０）または健康づくり係（上下保健センター内・☎６２-２２３１）

　 ▽府中市国民健康保険に関すること…市民課医療保険係（☎４３-７１４２）

　スマホ決済アプリが普及している背景に加え、
窓口での利便性を高めるとともに、新型コロナウ
イルスの感染を予防するため、市役所の手数料の
支払いにスマホ決済アプリPayPayが利用できるよ
うになります。

ロタウイルスによる胃腸炎は、乳幼児期に
かかりやすい病気です。重症胃腸炎を予防
するため、ワクチンを接種しましょう。

対象　令和２年８月１日以後に生まれた子ども
費用　無料
注意事項　 ▽初回の接種は、生後14週６日までに受
　けましょう。

▽ �医療機関により、受け付け時間、予約の要・不要
およびワクチンの種類が異なります。事前に問い
合わせてから接種に行きましょう。

　新型コロナウイルス感染症対策の最前線の
現場で働く医療・福祉関係者が、安心して働
ける環境づくりとしてキャンプ in ふちゅう
を、宿泊施設として利用できるようにします。
宿泊者は、ＰＣＲ検査で陰性となった人のみ
です。利用については、問い合わせてください。

　感染のリスクから、避難情報発令時に避難
をためらうのを防ぎ、避難所での疑い患者の
搬送を行うなど、患者専用の車両を整備し、
状況に応じて、搬送を行えるようにします。
　前後の座席の隔壁や室内の空気を外気に直
接排出させない機能などを備えた特殊車両です。

４月から市税・料、公共料金の
支払いにもPayPayが使えます

接種期限　令和３年１月31日（日）

11月２日（月）～

10月１日（木）～

市役所市民課・税務課窓口の手数料の
支払いに、PayPayが利用できます

ロタウイルス感染症の予防接種が
定期接種になります

異なるワクチンの接種間隔が変わりました

医療・福祉関係者が安心して
働ける環境づくり

新型コロナウイルス感染疑い患者
などの搬送用車両整備

インフルエンザ予防接種実施医療機関と施設

備考 実施医療機関・施設 住所 電話番号 備考 実施医療機関・施設 住所 電話番号
有地医院 府中町 41-3670 池田医院

福山市新市町

51-2098
○ 和泉医院 府中町 41-2412 ○△ 石川クリニック 51-8650

奥野内科医院 府川町 46-3500 ※ 新市ときながクリニック 51-5007
○※ 金光医院 府中町 41-2938 住井内科 40-3030

唐川医院 中須町 45-4030 瀬尾医院 51-2169
川﨑内科医院 高木町 44-6001 ◎※ 寺岡記念病院 52-3140
北川クリニック 元町 45-4572 三島医院 51-2103
佐々木内科 中須町 52-6555 ◎○△ 老人保健施設ジョイトピアしんいち 51-2226

◎※ 佐野内科医院 鵜飼町 45-5310 ◎ 井上小児科内科医院

福山市駅家町

084-976-4820
△ せおクリニック 栗柄町 40-0246 えきや外科クリニック 084-976-2222

○△※ 高田耳鼻咽喉科医院 元町 45-2419 草浦医院 084-972-8885
○ 谷医院 府川町 45-1188 ◎○△ こどもクリニックはぐくみ 084-970-1180

中川整形外科医院 中須町 52-3033 ◎※ 小畠病院 084-976-1351
○※ なかはまハートクリニック 高木町 46-0810 さとうファミリークリニック 084-999-3103
◎○ 楢崎外科医院 元町 45-2311 ○※ 佐野内科胃腸科医院 084-976-1121

なんば医院 土生町 43-6336 長外科胃腸科医院 084-972-6321
府中北市民病院 上下町 62-2211 ◎ 内藤クリニック 084-977-1070

◎ 府中市民病院 鵜飼町 45-3300 ○△※ のじまホームクリニック 084-970-1711
◎※ 府中中央内科病院 高木町 45-3200 松井内科 084-976-0500

ほそや内科クリニック 中須町 40-0780 ○ 南坊井上内科循環器科医院 084-976-0013
◎※ 宮下内科医院 元町 45-5811 ○△ もんぜんクリニック 084-976-2211

渡辺内科医院 府川町 45-8637 ○△ 山本クリニック 084-976-0051
広中内科クリニック 福山市北吉津町 084-973-9871

◎○ 公立みつぎ総合病院 尾道市御調町 0848-76-1111
○…予約が必要です。
◎…受け付け時間・曜日が限られています。
△…入院・入所、通院・通所者に限り接種を行います。　※…接種対象者に制限がありますので、問い合わせてください。

ところ 利用可能な手数料の種類

市民課
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄
抄本、犬の登録など

税務課 所得課税証明書、評価証明書など

上下支所
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄
抄本、所得課税証明書、評価証明書など

※右用できる窓口は、今後、拡大していく予定です。

インフルエンザ予防接種の対象と助成後の費用

対象 助成後の費用

① １歳から小学校・義務教育学校６年生までの子 実施医療機関が定める金額から1,080円を差し引いた額

②
65歳以上の人または60歳以上64歳以下で心臓や腎臓、
呼吸器などに重い障害などがある人

1,600円
※助成を400円、拡大しました。

③
府中市の国民健康保険加入者で特定健康診査を３年
連続受診している人

無料
※右表の実施医療機関でのみ、無料で接種できます。

※①、②の対象のうち生活保護世帯および市民税非課税世帯の人には、10月初旬に白色の無料券、③に該当する人に
は黄色の無料券を郵送しますので、接種の際は必ず無料券を持参してください。

問い合わせ先　健康推進課（リ・フレ内・☎４７-１３１０）

▽接種間隔▽
≪異なるワクチンの接種間隔≫

接種ワクチン

次に接種するワクチン

● 生ワクチン：生きた細菌やウイルスの毒性（病原性）を弱めたもの。
○ 経口生ワクチン：口から飲むタイプの生ワクチン。
● 不活化ワクチン：細菌やウイルスを殺し抵抗力（免疫）をつくるのに必要な成分を使って毒性（病原性）をなくしてつくったもの。

※ 特に医師が認めた場合、同時接種することができます。
※ 同一ワクチンを複数回接種する場合は、これまでどおり決められた接種間隔があるので注意してください。
※ 〈任〉：任意予防接種

制限なし27日以上 制限なし

注射生
ワクチン

経口生
ワクチン

不活化
ワクチン

注射生
ワクチン

経口生
ワクチン

不活化
ワクチン

注射生
ワクチン

経口生
ワクチン

不活化
ワクチン

注射生ワクチン
ＢＣＧ、麻しん風しん（ＭＲ）、麻しん、

風しん、水ぼうそう、　　　　　　　　　など〈任〉おたふくかぜ

制限なし 制限なし

経口生ワクチン
ロタ

制限なし制限なし 制限なし 制限なし

不活化ワクチン
ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、二種混合、B型肝炎、

日本脳炎、子宮頸がん予防、　　　　　　　　　　など 〈任〉インフルエンザ
けい
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