
追加接種は 2 回目接種日
から 8ヶ月経過した日か
ら予約できます。ただし、
医療従事者、高齢者施設
の従事者、入所者などは、
前倒しして予約すること
ができます。

3回目の新型コロナ
ワクチン接種について
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　みなさまのご協力により、各務原市の初回（1 回目・2 回目）接種の接種率は、86％を超えました。追加
（3回目）接種のワクチンのご用意ができましたのでご案内いたします。
　追加（3回目）接種では、初回（1回目・2回目）接種のワクチンの種類に関わらず、mRNAワクチン（ファイ
ザー社製ワクチンもしくはモデルナ社製ワクチン）を接種することができます。

初回接種を集団接種で受けられた方は、追加（3回目）接種も集団接種で予約してください。
初回接種を個別接種で受けられた方は、追加（3回目）接種も個別接種で予約してください。

2回目接種を完了した方を対象に、8ヶ月間の経過を待たず、前倒して順次接種券を発送しています。

接種対象者

接種予約する際のお願い
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初回（1回目・2 回目）接種完了から原則8ヶ月以上経過した18歳以上の方
※医療従事者、高齢者施設等の職員や入所者などは6ヶ月以上、令和3年度末時点で65歳以上の方は7ヶ月以上経過した方が
　接種対象となります。（前倒しされます）

※1 回目接種と 2 回目接種を違う会場で接種された場合は、1 回目に接種した会場を基準にしてください。

対象者
接種可能時期早見表（※2）　あなたの接種時期は？

第 1 回 令和 3年 4 月末までに
2 回目の接種をされた方 11 月 19 日発送済

令和3年 4月末まで

令和3年 5月末まで

令和3年 6月末まで

令和3年 7月●日

令和3年 8月●日

令和3年 9月●日

令和3年 10月●日

令和3年 11月●日

令和4年 1月●日

令和4年 2月●日

令和4年 3月●日

令和4年 4月●日

令和4年 5月●日

令和4年 3月●日

令和4年 4月●日

令和4年 5月●日

令和4年 6月●日

令和4年 3月●日

令和4年 4月●日

令和4年 5月●日

令和4年 6月●日

令和4年 7月●日

2回目接種
完了時期（※3）

医療従事者等（※4）
6ヶ月以上

65歳以上の高齢者
7ヶ月以上

一般
8ヶ月以上

12 月 10 日発送済

1月 13日、18日、25日
接種日ごとに順次発送予定

2 月以降発送予定

令和 3 年 5 月末までに
2 回目の接種をされた方

令和 3 年 6 月末までに
2 回目の接種をされた方

令和 3 年 7 月以降に
2 回目の接種をされた方

第 2 回

第 3 回

第 4 回

3回目接種券の
発送（予定）日（※1）

※1  接種券の発送から接種券の到着までに、1 週間程度かかる場合があります。
※2  2 回目接種完了時期は、2 回目接種時に交付された「予防接種済証（臨時）」または「接種記録書」で確認できます。
※3  接種予定月に該当日がない場合は、翌月の 1 日から接種できます。
　　 例）6 月 30 日から 8 ヶ月間の場合、2 月 30 日が存在しないので、3 月 1 日から接種可能となります。
※4  医療従事者、高齢者施設等の職員や入所者などは、2回目接種から 6ヶ月以上経過した場合に、前倒して接種することが可能です。
　　 国の動向により接種スケジュールが変更となる場合がございます。

※接種券の様式が初回（1回目・2回目）
　接種と異なります。
※初回接種完了後に各務原市に転入した方は、
　追加（3回目）接種券発行の申請が必要です。

※随時発送している接種券の件数を基に
　個別接種や集団接種会場を含め、全て
　の方が予約できる分のワクチンを用意
　する見込みです。

▲接種券付予診票見本

▼封筒見本

STEP1STEP1 STEP2STEP2 STEP3STEP3 STEP4STEP4 STEP5STEP5

※2回目の接種が完了してから、
　原則 8 ヶ月経過する人に
　あらかじめ接種券を発送して
　います。

※半袖の上に重ね着をする
　など、肩を出しやすい
　服装でお越しください。

●接種券付予診票
（予診票部分をあらかじめ
　記入してお持ちください）
●健康保険証
●本人確認書類
●お薬手帳（お持ちの方）

持ち物

接種済証は大切に
保管してください。

2月 7日以降順次
（予約は1月 24日より）
先行する医療従事者等の接種終了後に
高齢者・一般向けの追加接種を実施
します。

所属医療機関や
高齢者施設等で
接種可能
（所属機関にご確認下さい）



　集団接種の予約は各務原市ワクチン特設サイトの「追加（3回目）スケジュール」から接種日時、会場等を
確認し、ワクチン接種予約システムもしくは市コールセンターで予約してください。
　市内医療機関での個別接種の予約は、初回接種をした医療機関に直接予約をお願いします。
※東海中央病院は、二次救急医療機関であり、救急車などの受け入れを優先させるため、病院への直接のお問い合わせはご遠慮
　ください。

各務原市
新型コロナウイルス
ワクチン接種
予約システム

各務原市ウェブサイト
ワクチン特設サイト
最新情報はこちら

集団接種

追加（3回目）接種の疑問にお答えします。

予約方法

■ お問合せ先 ■　相談内容に応じてお問い合わせください　※電話のお掛け間違いにご注意ください
【予約・手続などについて】
各務原市コールセンター
TEL 058-215-8702
〔平日９時～19時〕

【副反応などについて】
岐阜県コールセンター
TEL 058-272-8222
〔９時～21時／土日・祝日も可〕

【ワクチンの有効性や安全性について】
厚生労働省
TEL 0120-761770
〔９時～21時／土日・祝日も可〕

発行：各務原市健康管理課　新型コロナウイルスワクチン接種対策室　TEL：058-383-7297（接種予約はできません）

Q A追加（3回目）接種には
どのような効果が
ありますか？

日本で接種が進められているワクチンは、発症予防効
果等がある一方、感染予防効果や、高齢者においては
重症化予防効果についても、時間の経過に伴い、徐々
に低下していくことが示唆されています 。追加接種を
行わなかった場合と比較して、感染予防効果や重症化
予防効果等を高める効果があります。

Q A追加（3回目）接種で
初回（1回目・2回目）接種
したワクチンと違うワクチン
を接種しても大丈夫ですか？

追加接種に使用するワクチンは、初回接種に用いた
ワクチンの種類にかかわらず、mRNAワクチン（ファ
イザー社製のワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチン）
を用いることが適当であるとされています。日本では
現在、いずれのワクチンも薬事承認されており、18歳
以上の方を対象に順次、追加接種が進められています。

Q Aどこで接種
できますか？

市内63カ所の医療機関による個別接種、または市が
主催する集団接種で接種できます。接種場所は、原則
初回（1回目）接種と同じ場所でお申し込みください。
（集団接種の具体的な開催場所や規模は調整中です）

Q A初回（1回目・2回目）
接種が完了した日は
どのように確認したら
いいですか？

初回（1回目・2回目）接種時に会場で交付された
「予防接種済証（臨時）」または、「接種記録書」の
2回目接種欄をご覧いただくと確認できます。

Q Aその他、追加接種などに
ついて詳しく知るには
どうしたらいいですか？

厚生労働省のウェブサイトでは、
この紙面では紹介しきれない
多くの質疑に答えています。
下記の市ウェブサイトと併せて
ご覧ください。


