新型コロナウイルスワクチン接種に係る相談窓口（コールセンター）の設置状況（12月17日現在）

市町村名

1 水戸市

2 日立市

3 土浦市

4 古河市

5 石岡市

6 結城市

相談窓口名称

水戸市新型コロナワクチン接種
コールセンター
ワクチン接種ひたちコールセン
ター
土浦市ワクチン接種対策コールセ
ンター

古河市コロナワクチンコールセン
ター
石岡市新型コロナワクチンコール
センター
結城市コロナワクチン接種コール
予約・相談センター

相談窓口の電話番号

0570-089-310

050-3646-5466

029-886-5302

0280-23-2567

0299-56-6066

0570-032567

開設時間

公表するページのURL

9:30～17:00

https://www.city.mito.lg.jp/00124

（平日、土日祝 ）

5/hokenjo/vaccine/p024779.html

8：30～17：15

https://www.city.hitachi.lg.jp/shi

（平日、土日祝 ）
9：00～17：00
（平日）

min/002/006/p093428.html
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/p
age/page015372.html

9：00～17：00
（平日、土日祝 ）
8：30～17：15
（平日）

https://www.city.ibarakikoga.lg.jp/soshiki/cov19vaccine/i
ndex.html
https://www.city.ishioka.lg.jp/pag
e/page007499.html

8：30～17：00
（平日）

http://www.city.yuki.lg.jp/page/pa
ge007063.html
https://www.city.ryugasaki.ibaraki

7 龍ケ崎市

龍ケ崎市新型コロナ

（1月31日まで）0570-077894

8：30～17：15

.jp/anzen/cov-

ワクチンコールセンター

（2月1日から）0120-553137

（平日、土日）

2020/cov19vaccine/vaccine_callce
nter.html

8 下妻市

9 常総市

10 常陸太田市

11 高萩市

12 北茨城市

13 笠間市

下妻市新型コロナワクチン予約
コールセンター

常総市新型コロナワクチンコール
センター

常陸太田市新型コロナワクチン相
談予約コールセンター

高萩市新型コロナワクチン予約・
相談コールセンター

北茨城市新型コロナワクチンコー
ルセンター

笠間市予約・相談センター

050-5445-3743

0297-44-6663

0120-226-380

0570-052-135

0293-44-6770

0570-052-567

8：00～18：00
（平日、土日祝 ）

9：00～17：00
(平日)

/page/page003273.html

http://www.city.joso.lg.jp/kinkyu/
1622184702914.html

9：00～17：00
（月～土（祝日を除く））

9：00～17：00
（平日）

8:30～17：15

https://www.city.shimotsuma.lg.jp

http://www.city.hitachiota.ibaraki.
jp/page/page007016.html

https://www.city.takahagi.ibaraki.j
p/page/page004943.html

(平日）

8：30～17：15
（平日、土日祝）

https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/
docs/2021040600027/

https://www.city.kasama.lg.jp/pag
e/dir011976.html
https://www.city.toride.ibaraki.jp/

14 取手市

15 牛久市

16 つくば市

17 ひたちなか市

取手市新型コロナワクチン接種予
約・相談センター

牛久市健康づくり推進課
（市保健センター）

つくば市コロナワクチン接種対策
コールセンター

ひたちなか市新型コロナワクチン
コールセンター

hokencenter/kurashi/kenko/coron
0570-020-252

平日8:30～17:15

avirus/vaccine/vaccine_reserve.ht
ml

029-873-2111（代表）

8：30～17：15

（内線7020、7021）

（平日）

029-883-1391

0120-950621

8：30～17：15
（平日）

9：30～17：00
（平日）

https://www.city.ushiku.lg.jp/pag
e/dir013545.html

https://www.city.tsukuba.lg.jp/ko
sodate/kenkoiryo/1014158/10141
59.html
https://www.city.hitachinaka.lg.jp
/kenko/7/21984.html

新型コロナウイルスワクチン接種に係る相談窓口（コールセンター）の設置状況（12月17日現在）

市町村名

18 鹿嶋市

19 潮来市

20 守谷市

21 常陸大宮市

22 那珂市

相談窓口名称

鹿嶋市コロナワクチンコールセン
ター

潮来市新型コロナウイルスワクチ
ン接種コールセンター

守谷市コロナワクチン予約・相談
センター

常陸大宮市新型コロナワクチン接
種コールセンター

那珂市ワクチン接種コールセン
ター

0570-056-068

0299-77-7065

050-3612-4581

0295-55-7277

開設時間

公表するページのURL

8：30～17：15

https://city.kashima.ibaraki.jp/sos

（平日）

hiki/126/51973.html#3rd-vaccine

9:00～17:00

https://www.city.itako.lg.jp/page/

（平日）

page006101.html

https://www.city.moriya.ibaraki.jp

9：00～17：00

/kurashi/sonota/COVID-

（平日、土日祝）

19/vaccine/index.html

9：00～17：00

https://www.city.hitachiomiya.lg.j

(平日)

p

8：30～17：15
0120-056-728

（平日、土日祝※12月29日～
1月3日を除く）

筑西市コロナワクチン接種対策課

23

相談窓口の電話番号

（予約について）

（R3年12月からR4年2月まで）

9：00～17：00

0296-22-0506

（平日）

https://www.city.naka.lg.jp/page/
page007440.html

https://www.city.chikusei.lg.jp/pa
ge/page008281.html

筑西市
筑西市コロナワクチンコールセン
ター(ワクチンに関する相談）

24 坂東市

25 稲敷市

26 かすみがうら市

坂東市コロナワクチン
予約センター
稲敷市ワクチン接種専用コールセ
ンター
かすみがうら市新型コロナワクチ
ンコールセンター

27 桜川市

桜川市コールセンター

0570-666-108

0297-21-2336

0570-200272

029-853-0771

0296-71-8071

9：00～17：00

https://www.city.chikusei.lg.jp/pa

（平日）

ge/page008281.html

9：00～17：00

http://www.city.bando.lg.jp/page/

（平日）

page007595.html

9：00～17：00

https://www.city.inashiki.lg.jp/pag

（平日）

e/page007497.html

9：00～17：00

https://www.city.kasumigaura.lg.j

（平日）

p/page/page010354.html

9：00～17：00

https://www.city.sakuragawa.lg.jp

（平日）

/page/page007236.html
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp
/iryo_fks/1006048/1006285/1008

28 神栖市

神栖市新型コロナワクチンコール
センター

0120-351-158

9：00～17：00

009/1007814.html

（平日）

https://www.city.kamisu.ibaraki.jp
/iryo_fks/1006048/1006285/1008
004/1007186.html

29 行方市

30 鉾田市

行方市お問い合せ・相談窓口ダイ
ヤル
鉾田市健康増進課（R4.1.11まで）

0291-33-3691（R4.1.11まで）

鉾田市コロナワクチンコールセン

0570-062-567（R4.1.12からコー

ター（R4.1.12から）
31 つくばみらい市
32 小美玉市

33 茨城町

34 大洗町

0291-32-7087

つくばみらい市新型コロナウイル
スワクチン接種コールセンター
小美玉市コロナワクチン接種コー
ルセンター
茨城町新型コロナワクチン接種予
約・相談センター

大洗町新型コロナワクチン相談電
話

ルセンター開設予定）
0800-800-3666
0299-57-3309

0570-053-567

029-229-3393

9：00～17：00

https://www.city.namegata.ibaraki

（平日）
8：30～17：15（平日）

.jp/page/page009363.html
※

R4.1.11まで

https://www.city.hokota.lg.jp/pag

9：00～17：00(平日）

e/dir003389.html

※R4.1.12から
平日、土日祝

https://www.city.tsukubamirai.lg.j

9:00～17:00
8：30～17：00
（平日）
9：30～17：00
（平日）

8：30～17：15
（平日）

p/sp/page/page003539.html
https://www.city.omitama.lg.jp/08
07/info-0000008231-0.html
https://www.town.ibaraki.lg.jp/gy
ousei/kurashitetuduki/kinkyu/cor
ona/001727.html
https://www.town.oarai.lg.jp/cat1
/3799/

新型コロナウイルスワクチン接種に係る相談窓口（コールセンター）の設置状況（12月17日現在）

市町村名

35 城里町

36 東海村

37 大子町

相談窓口名称

城里町新型コロナウイルスワクチ
ン接種コールセンター

東海村新型コロナワクチン専用
コールセンター

大子町コールセンター

（R3年12月まで）
美浦村保健センター
38 美浦村

（R4年1月から）
美浦村新型コロナワクチン接種
コールセンター

39 阿見町

40 河内町

41 八千代町

42 五霞町

43 境町

44 利根町

阿見町コールセンター

河内町コロナワクチンコールセン
ター
八千代町コロナ
ワクチン接種予約センター

五霞町役場健康福祉課健康支援室

境町新型コロナウイルスワクチン
接種対策室
利根コロナワクチンコールセン
ター

相談窓口の電話番号

029-288-2883

0570-033-271

0295-76-8076

開設時間

公表するページのURL

9：00～17：00

https://www.town.shirosato.lg.jp/

（平日）

9：00～17：00
（平日）

8：30～17：00
（平日）

page/page005316.html

https://www.kntkt.co.jp/ec/2021/covid_tokai/

https://www.town.daigo.ibaraki.jp
/page/page005330.html

（R3年12月まで）
029-885-1889

9：00～17：00

（R4年1月から）

（平日）

https://www.vill.miho.lg.jp/page/p
age009183.html

0120-170-260
0120-556799

0297-84-5121

0296-48-7002

0280-84-0006

0280-87-8000

050-3612-4574

9：00～17：00
（平日）
9：00～17：00
（平日）
9：00～17：00
（平日）
8：30～17：15
（平日）
8：30～17：15
（平日）
9：00～17：00
（平日）

https://www.town.ami.lg.jp/00000
08850.html
http://www.town.ibarakikawachi.lg.jp
https://www.town.ibarakiyachiyo.lg.jp
https://www.town.goka.lg.jp/page
/dir003566.html
https://www.town.ibarakisakai.lg.jp/

https://v-yoyaku.jp/085642-tone

