
富谷町 新型

 優先接種者

 安住稔幸 〒981-3351 宮城県黒川郡

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安住
あ ず み

としゆき
 

富谷町は、ワクチン接種優先対象者全員

種費用無料）を行うこと

 当町で、優先接種対象者

人の４割強）いると見込

によって、感染防止及び

も繋がると考え、対象者

費用総額およそ１億２，３００

町の負担で実施します。

富谷町議会の公明党は

インフルエンザ対策推進

一般質問でも取り上げており

しても、接種費用の無料化等

していました。 

 
【鷹乃杜防災センターのＡＥＤ】 

対象者と接種開始予定時期
対象者 

医療従事者 
基礎疾患のある方のうち、１歳

から小学校３年生までの子ども 
入院治療中の患者と妊婦 
妊婦 
基礎疾患を有する者（最優先） 
基礎疾患を有する者（その他） 
 ※新型インフルエンザワクチン接種医療機関は、裏面に掲載。（

新型インフルエンザワクチン

優先接種者の接種費用を全額助成

宮城県黒川郡富谷町鷹乃杜 1-8-3 電話（Fax）

としゆき通信

接種優先対象者全員に対して、接種料金全額

うことを決めました。 

優先接種対象者は、約２０，０００人（全人口、

見込まれ、対象者全員が、ワクチンの接種

び重篤化を防ぎ、町民全体の感染拡大

対象者の接種料金の全額助成を行うこととした

３００万円は、ほとんど 

。 

は、町に対して、新型 

対策推進の要望書の提出や、 

げており、また、国に対 

無料化等の意見書も提出 

鷹乃杜防災センターに
ＡＥＤ（自動体外式除細動器
配置されました。 

心臓停止した人を蘇生させる

日に鷹乃杜防災センターに置かれました

安住としゆきは、以前から、

の配置を議会で取り上げており

町内会集会所への配置を提案していました

鷹乃杜防災センターへのＡＥＤ

民の命を守る施策が、また一歩前進

も、他の町内会集会所への配置 

対象者と接種開始予定時期 【富谷町ＨＰから転載 平成

接種開始時期 

 

対象者 
１０月１９日～ 幼児（１歳～就学前

歳

 １１月２日～ 
小学校低学年 

１歳未満児の保護者

11 月上旬 
小学校高学年 

 中学生・高校生 
 12 月上旬 ６５歳以上 

※新型インフルエンザワクチン接種医療機関は、裏面に掲載。（問い合せ：健康増進課

インフルエンザワクチン 

全額助成 

）022-358-4851 

通信 

 

接種料金全額の助成（接

、約４６，６００

接種を受けること

感染拡大を抑えることに

うこととしたものです。

センターに 
自動体外式除細動器）が 

させるＡＥＤが、10 月 29

かれました。 

、公共施設へのＡＥＤ

げており、６月の議会では、

していました。 

ＡＥＤの配置により、町

一歩前進しました。今後

配置を訴えていきます。 
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平成 21 年 11 月 8 日現在】 
 接種開始時期 

就学前） 12 月中旬 

12 月下旬 

保護者 1 月上旬 
1 月中旬 

 
1 月下旬 

健康増進課 ☎358-0512） 



 

ワクチン接種を受けるためには予約が必要ですので、必ず、電話などで予約をしてから受診 

して下さい。また、医療機関等によっては、受け付ける方に制限がある場合がありますので 

事前に電話などで確認をして下さい。 【富谷町ＨＰから転載 平成 21 年 11 月 8 日現在】 

◎入院している方，かかりつけの方以外の方も受け付ける医療機関等 

医療法人社団みらい いとうクリニック 富谷町成田 4-1-11 ☎ 348-3051 

明石台内科 富谷町明石台 5-1-4 ☎ 772-5555 

明石台レディースクリニック 富谷町明石台 2-13-1 ☎ 772-8188 

上桜木しんがい脳神経外科 富谷町上桜木 2-3-14 ☎ 779-1377 

富谷中央病院 富谷町上桜木 2-1-6 ☎ 779-1470 

渋谷クリニック 富谷町日吉台 2-38-10 ☎ 348-5211 

大富胃腸科内科 富谷町日吉台 2-34-1 ☎ 358-9110 

富谷医院 富谷町ひより台 1-45-1 ☎ 358-2872 

ちば小児科医院 富谷町富谷字町北裏 47 ☎ 358-0601 

大和クリニック 大和町落合舞野字大横手 53-1 ☎ 345-3411 

田山小児科医院 大和町吉岡字舘下 22-5 ☎ 345-0738 

細越整形外科医院 大和町吉岡字舘下 46-1 ☎ 345-3181 

瀬戸医院 大和町吉岡字上町 72 ☎ 345-2630 

深見内科・循環器内科医院 大和町吉岡字上道下 40-1 ☎ 345-3693 

公立黒川病院 大和町吉岡字西桧木 60 ☎ 345-3101 

吉岡胃腸科内科医院 大和町吉岡字天皇寺 128 ☎ 345-5058 

吉岡腎・循環器科 大和町吉岡字天皇寺 183-7 ☎ 345-3963 

かとう眼科医院 大和町吉岡東 2-8-10 ☎ 347-1682 

吉岡ＱＱクリニック 大和町吉田字高田東 11 ☎ 345-9901 

杉山内科胃腸科小児科医院 大郷町粕川字大檀原 21-1 ☎ 359-4123 

大衡村診療所 大衡村大衡字河原 55-11 ☎ 345-2336 

◎かかりつけの方のみ受け付ける医療機関等 
仙台リハビリテーション病院 富谷町成田 1-3-1 ☎ 351-8118 

医療法人社団 新富谷S･S レディースクリニック 富谷町成田 9-1-20 ☎ 348-3534 

コミュニティクリニック上桜木 富谷町上桜木 2-3-4 ☎ 358-1976 

日吉台きむら内科 富谷町日吉台 1-21-1 ☎ 348-0722 

のり子小児科 富谷町日吉台 2-24-2 ☎ 358-1212 

片岡内科医院 富谷町ひより台 2-19-2 ☎ 358-7939 

佐藤病院 富谷町三ノ関字坂ノ下 116-1 ☎ 358-6855 

介護老人保健施設 希望の杜 大和町吉田字新要害 10 番地 ☎ 344-3232 

◎入院している方のみに接種する医療機関等 

中谷クリニック 富谷町成田 2-1-3 ☎ 351-8033 

介護老人保健施設 季館 富谷町三ノ関字坂ノ下 116-3 ☎ 358-0770 

 
仙台市内の新型インフルエンザワクチン接種の受託医療機関については、 
富谷町に問い合わせるか、町のＨＰをご覧下さい。 

 

新型インフルエンザワクチン接種 受託医療機関（黒川郡） 
◎黒川郡内の下記医療機関は、窓口でのお支払いは、ありません。無料で接種できます。 

◎仙台市等、黒川郡以外での接種では、窓口で一旦支払っていただき、後日、町に申請して、

接種費用の還付を受けることになります。   （問い合せ：健康増進課 ☎358-0512） 




