
新型コロナウイルスワクチン　
追加接種（3回目）に関するお知らせ

　新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回目）について、国の方針が示されました。
　国の方針に基づき、順次追加接種（3回目）を実施していきます。
　今後、国の方針の更新などにより、内容が変更になる場合があります。
※最新の情報は、町ホームページや「広報みずほ」でお知らせします。

次の手順にそって、ご自身が接種券の発行手続きが必要かご確認ください。

瑞穂町へ転入後に「瑞穂町が発行した接種券」又は「瑞穂町の住所が記載された接種券付き予診票（医
療従事者等の方）」で、新型コロナウイルスワクチンを接種（1回目又は 2回目）をしましたか。
（「未接種の方」、「2回目接種後に瑞穂町へ転入された方」は、「いいえ」にお進みください。）

手続きの必要はありません。
追加接種（3回目）が可能となる時期（2回目接種
完了後、原則８か月経過した後）に合わせて接
種券を発送しますので、しばらくお待ちくだ
さい。

転入手続時に、「新型コロナウイルスワクチン
接種券発行申請」の手続きはされていますか。

接種券の発行手続きが必要です。
お手数ですが、次の方法により申請をお願い
します。

手続きの必要はありません。
追加接種（3回目）が可能となる時期（2回目接種
完了後、原則８か月経過した後）に合わせて接
種券を発送しますので、しばらくお待ちくだ
さい。
※初回接種（1回目、2回目）用の接種券は、手
続き後、 １週間程度で発送しています。

初回接種（1回目、2回目）の接種券の発行申請
【必要書類】
①新型コロナワクチン接種券発行申請書兼接種記録確
認同意書
※申請書は、町ホームページからダウンロードできます。
　庁舎１階　高齢者福祉課（新型コロナワクチン接種転
入者専用窓口）
　又は瑞穂町保健センターに設置しています。
②転出元で発行された接種券
   （紛失等でお手元にない場合は不要です。）

追加接種（3回目）の接種券の発行申請
【必要書類】
①追加接種（3回目）用接種券発行申請書（新型コロナウ
イルス感染症）
※申請書は、町ホームページからダウンロードできます。
　庁舎１階　高齢者福祉課（新型コロナワクチン接種転
入者専用窓口）
　又は瑞穂町保健センターに設置しています。
②接種済証又は接種記録書の写し
   （紛失等でお手元にない場合は不要です。）

申請方法

①郵送での申請
申請書に必要事項を記入の上、下記までご提出ください。インターネット環境がない場合など、町から申請書を郵送
しますので、瑞穂町コロナワクチンコールセンター（☎042-568-0380）までご連絡ください。

【提出先】 〒190-1211　瑞穂町大字石畑1970番地　瑞穂町保健センター　瑞穂町コロナウイルスワクチン担当　あて 

②窓口での申請
・瑞穂町保健センター（瑞穂町大字石畑1970番地）
・庁舎１階 高齢者福祉課（新型コロナワクチン接種　転入者専用窓口）　いずれかの窓口で申請ができます。

※初回接種（1回目、2回目）の接種券は、申請書到着後、１週間程度で発送します。
　追加接種（3回目）の接種券は、追加接種（3回目）が可能となる時期（2回目接種完了後、原則８か月経過した後）に合わ
せて発送します。

初回接種（1回目、2回目）用の接種券、追加接種（3回目）用の接種券の
発行には手続きが必要です。

【追加接種（3回目）が受けられる時期】
　令和３年 12月１日から令和４年９月 30日まで

【対象の方】
　追加接種（3回目）の対象は、以下をすべて満たす方全員です。
①国内で２回接種を完了した日から、原則８か月以上経過した方
②18 歳以上の方
※海外などで２回接種した方も対象となります。詳しくは、町ホームページをご確認いただくか、
瑞穂町コロナワクチンコールセンターまでお問い合わせください。

【ワクチン接種までの流れ】
①町から「接種券が印字された予診票」と「予防接種済証」が届きます。
※いつ接種券が届くかなどは、２ページの「追加接種（3回目）の接種券の発送
　スケジュール」をご確認ください。
②次のいずれかの方法で予約をします。
【インターネット予約】　接種券又は右上のＱＲコードを読み込み、専用サイトへアクセス
【電 話 予 約】　瑞穂町コロナワクチンコールセンター（☎042-568-0380）へ電話
【予約センター予約】　詳細は、3ページ「予約センターを設置します」をご確認ください。
③接種会場でワクチン接種を受けます。

【ワクチンの接種会場】
　集団接種会場は、瑞穂町民会館です。
　なお、町内の各医療機関での個別接種については、現在調整中です。
　決定次第、町ホームページなどでお知らせします。

【特に接種をお勧めする方】
　次の方が、特に接種をお勧めする方とされています。
・高齢者、基礎疾患を有する方などの「重症化リスクが高い方」
・重症化リスクが高い方の関係者、介助者（介護従事者など）など「重症化リスクが高い方との接
触が多い方」

・医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルスに曝露するリスクが高い方」

瑞穂町

瑞穂町コロナワクチンコールセンター
ワクチン接種のご予約やお問い合わせは、瑞穂町コロナワクチンコールセンターまでお電話ください。

TEL 042‒568‒0380（平日 午前９時～午後５時）4

瑞穂町へ
転入された
方へ

はい

はい

いいえ

いいえ

各医療機関へのお問い
合わせは、ご遠慮ください。
ご予約、お問い合わせは、
瑞穂町コロナワクチン
コールセンター

（☎042-568-0380）に
お電話ください。

※令和 3年 12月１日時点の情報です。

ばくろ



【追加接種（3回目）のワクチンの種類】
　追加接種（3回目）に使用するワクチンは、ファイザー社製と武田/モデルナ社製です。
※武田/モデルナ社製ワクチンは、現在追加接種（3回目）に向けての薬事承認審査中です。
※追加接種（3回目）では、交互接種が認められています。初回接種（1回目、2回目）のワクチンの種類にか
かわらず、ファイザー社製、又は武田/モデルナ社製ワクチンを接種することができます。

予約センターを設置します
ご自宅にインターネット環境がない方やインターネットを使った予約方法がわからない方の
ために、予約センターを以下の会場内に設置します。
予約センターでの予約は、優先的に予約できる方法ではありません。
あくまでも、インターネット環境などがない方に対して、代理で予約をお取りするためのも
のです。

【受付期間】令和４年１月３１日（月）～４月２２日（金）
【受付日時】祝日を除く月曜日～金曜日　
 午前９時～正午　午後１時１５分～午後５時

【会　　場】

※曜日によって会場が異なりますのでご注意ください。

【持 ち 物】接種券を必ずお持ちください。接種券がないと、ご予約をお取りすることができ
ません。

【お 願 い】受付時間開始前に会場にお越しいただくことはご遠慮ください。また、駐車場に
限りがあるため、できる限り公共交通機関や徒歩、自転車などでのご来場をお願
いします。

ご予約はご本人でなくても可能ですので、ご家族やご友人などインターネットができる方
がいらっしゃる場合は、インターネット予約をご利用ください。

初回接種（1回目、2回目）について
令和４年９月３０日まで、初回接種（1回目、2回目）を受けることができます。
初回接種の方のご予約の際は、1回目と 2回目、同時にお取りください。
ファイザー社製のワクチンは、3週間の間隔をあけて 2回接種する必要があります。1回目
の予約から 3週間後に、2回目の予約をお取りください。

※ワクチンの供給量や予約状況などによっては、2回目の予約ができないことがあります。あ
らかじめご了承ください。

ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識
をもっていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いし
ます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をす
ることはあってはなりません。

【接種券の発行には手続きが必要な場合があります】
瑞穂町へ転入された方などは、接種券の発行に手続きが必要な場合があります。
４ページの「瑞穂町へ転入された方へ」をご覧いただき、ご自身が接種券の発行手続きが必
要かご確認ください。
 
【追加接種（3回目）の接種券の発送スケジュール】
追加接種（3回目）は、２回目の接種完了から原則８か月以上の間隔をおいて、１回接種を行
うこととされています。接種券がお手元に届きましたら予約が可能になります。
瑞穂町では、次のとおり追加接種（3回目）の接種券を発送する予定です。

国および東京都から令和４年２月、３月に必要となるワクチンの供給量、種類が示されました。
全国的に供給されるワクチンの種類の割合は、ファイザー社製ワクチンが約53％、武田/モデルナ社製
ワクチンが約47％となっています。追加接種（3回目）においては、全国の自治体で武田/モデルナ社製
ワクチンを使用する見込みです。
瑞穂町でも武田/モデルナ社製ワクチンの追加接種（3回目）の接種体制を準備しています。
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曜　日

会　場

月曜日

瑞穂町民会館

火曜日
武蔵野

コミュニティセンター

水曜日

瑞穂町民会館

木曜日
元狭山

コミュニティセンター

金曜日
長岡

コミュニティセンター

※郵便状況により、発送後接種券がお手元に届くまでに、時間がかかる場合があります。

２回目接種完了日
令和３年３月までに接種を完了した方
令和３年４月までに接種を完了した方
令和３年５月までに接種を完了した方
令和３年６月10日までに接種を完了した方
令和３年６月20日までに接種を完了した方
令和３年６月30日までに接種を完了した方
令和３年７月10日までに接種を完了した方
令和３年７月20日までに接種を完了した方
令和３年７月30日までに接種を完了した方
令和３年８月10日までに接種を完了した方
令和３年８月20日までに接種を完了した方
令和３年８月30日までに接種を完了した方
令和３年９月10日までに接種を完了した方
令和３年９月20日までに接種を完了した方
令和３年９月30日までに接種を完了した方
令和３年10月10日までに接種を完了した方
令和３年10月20日までに接種を完了した方
令和３年10月30日までに接種を完了した方
令和３年11月１日以降に接種を完了した方

接種券発送日（予定）
【発送済み】令和３年 1 1 月 1 9 日（金）
【発送済み】令和３年 1 1 月 3 0 日（火）

 令和３年 1 2月 2 2日（水）
 令和４年１月 2 0 日（木）
 令和４年１月 3 1 日（月）
 令和４年２月 1 0 日（木）
 令和４年２月 2 1 日（月）
 令和４年２月 2 8 日（月）
 令和４年３月 1 0 日（木）
 令和４年３月 1 8 日（金）
 令和４年３月 3 1 日（木）
 令和４ 年 ４ 月 ８ 日（金）
 令和４年４月 2 0 日（水）
 令和４年４月 2 8 日（木）
 令和４年５月 1 0 日（火）
 令和４年５月 2 0 日（金）
 令和４年５月 3 1 日（火）
 令和４年６月 1 0 日（金）

 令和４年６月 2 0 日（月）以降
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