
出所：奥州市ホームページ 2021 年 12 月 14 日更新 

 

新型コロナウイルスのワクチン接種について 

更新日：2021 年 12 月 14 日更新 

 新型コロナワクチン接種の状況 

 

 

 

 

1 接種の概要 

 奥州市では国からのワクチンの供給に合わせ、希望される市民の皆様（注）全員が

接種を受けられるよう、接種を進めております。 

 現在、奥州市で使用しているワクチンはファイザー社製のみであり、このワクチン

の接種対象は 12 歳以上の方とされています。また、他の予防接種を受ける場合は、

13 日以上の間隔を空けるようご注意ください。 

１回目・２回目接種 

 市内の接種者が 80％を超えたことから、今後は規模を縮小して実施します。 

 ●12 月の接種予定 

   12/25（土）、12/26（日） プラザイン水沢（集団接種会場） 

   ・12～15 歳の方は、コールセンターで予約が可能です。 
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   睡眠不足や空腹の状態では、接種後具合が悪くなることがあります。接種前は

体調を整えておきましょう。 

   ・16 歳以上の方は、コールセンターまたはインターネットで予約が可能です。 

   ※接種希望で予約がまだの方は、早めに予約をお願いします。 

 ●１月以降の接種予定 

   新たに 12 歳になる方の接種が中心となります。 

   日時、場所は決まり次第お知らせします。 

 

＜外部リンク＞ 

３回目接種 

 ２回目接種終了から８か月経過した 18 歳以上の方について、追加接種（３回目接

種）が始まっています。対象の方には、接種時期を迎える方から順次接種券をお送り

する予定です。 

 なお、２回接種後、奥州市に転入された方が３回目の接種を受ける場合は、接種券

の交付申請が必要です。（自動的には接種券が送られない方がいます。） 

 詳しくは 「６  奥州市に転入された方へのお願い」 をご確認ください。 

 

＜外部リンク＞ 
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 ※12 月 15 日９：００より予約をお取りいただけます。（２回目接種が３月又は４

月に終了した方） 

２ （３回目）接種時期の目安 

 ２回目接種から８か月経過後が基本となりますが、国が示す接種方針等により変

更となる場合がございます。 

２回目接種   ３回目接種 

令和３年４月 ➡ 令和３年 12月以降 

令和３年５月 ➡ 令和４年１月以降 

令和３年６月 ➡ 令和４年２月以降 

令和３年７月 ➡ 令和４年３月以降 

令和３年８月 ➡ 令和４年４月以降 

令和３年９月 ➡ 令和４年５月以降 

令和３年 10月 ➡ 令和４年６月以降 

令和３年 11月 ➡ 令和４年７月以降 

3 奥州市新型コロナワクチン接種コールセンター＆予約サイト 

電話での接種のご予約やワクチン接種に関するご相談を受け付けます。 
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コールセンターは、年末年始 12 月 29 日から１月３日までお休みとなります。１月４

日は午前９時から受付を開始します。 

 

インターネット予約は下記専用サイトで手続きをお願いします。 

 

＜外部リンク＞ 

 

＜外部リンク＞ 
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※12 月 15 日９：００より予約をお取りいただけます。（２回目接種が３月又は４月

に終了した方） 

4 岩手県が設置する集団接種会場 

 岩手県では、希望する全県民への接種完了に向け、市町村の接種を補完するために広域

的な集団接種会場を設置しています。 

 

 詳細に関しては県のホームページをご覧ください。 

新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報（岩手県）＜外部リンク＞ 

5 ワクチンの副反応について 

 現在国内で承認されているファイザー社製及びモデルナ社製ワクチンの主な副反応に

は、接種部位の痛みや、疲労、寒気、発熱などがあります。 

 その他、接種に関する注意事項等は予防接種に関する説明書をご覧いただき、不安があ

る方は、かかりつけ医やコールセンターでのご相談も検討してください。 

●新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書 

 ・ファイザー社のワクチンについて [PDF ファイル／201KB] 

 ・武田／モデルナ社のワクチンについて [PDF ファイル／205KB] 
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●新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応への対応方法 

 ・ファイザー社、武田/モデルナ社のワクチンについて（厚生労働省） [PDF ファイ

ル／229KB] 

●岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンター 

 （医学的知見が必要となる専門的な相談など） 

  電話番号：0120－895670（フリーダイヤル） 受付時間：9 時～21 時（土日・

祝日も実施） 

6 奥州市に転入された方へのお願い 

 奥州市でワクチン接種を受ける場合、奥州市が発行した接種券が必要となります。 

 接種を希望される場合は以下の方法で接種券の発行を申請してください。 

 また、１～２回目を他の自治体が発行する接種券で接種を受けた場合、接種履歴が自動

で引き継がれず、３回目接種の接種券が送付されない場合がございます。その場合も接種

券の発行申請をしてください。 

 

●申請方法 

 

 １ 窓口へ直接申請 
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   市役所、各総合支所窓口で受付します。接種券の即日交付が可能です。 

   ※３回目用の接種券はシステム整備が完了する当面の間、即日交付ができず、郵送

でのお届けに 10 日程度かかります。 

 

 ２ 電話（初回接種のみ） 

   連 絡 先：0197-34-2063 （奥州市健康こども部健康増進課新型コロナウイルス

ワクチン接種対策チーム） 

   受付時間：8：30～17：00（土日祝日休み） 

 

 ３ 郵送 

   以下の該当する様式を作成のうえ、必ず「接種記録が確認できるのものの写し」を

同封のうえ、申請してください。 

 

   ○申請様式 

    ・初めて接種を受ける方、２回目接種される方 

     新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請書（初回接種用） [Excel ファ

イル／34KB] 

    ・３回目（追加）接種を希望される方 
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     新型コロナウイルスワクチン接種履歴申請兼接種券発行申請書（追加接種

用） [Excel ファイル／35KB] 

   ○郵送先 

    〒023-8501 

    奥州市水沢大手町一丁目１番地 

    奥州市健康こども部健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム 

7 住所地外接種について 

 新型コロナワクチンは原則、住民票所在地において接種を行うこととしています。 

 ただし、やむを得ない理由で住民票所在地以外に長期間滞在している場合（単身赴任

者、遠隔地への下宿中の学生、里帰り出産による帰省中の妊産婦、他）等は接種を行う医

療機関等が所在する市区町村に届け出たうえで、接種を受けることができます。 

 なお、やむを得ない理由があり以下に該当する場合は、市への届け出を省略することが

できます。 

 

 (1) 入院・入所者 

 (2) 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合 

 (3) 副反応のリスクが高いなど、体制の整った医療機関での接種を要する場合 

 (4) 市町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける場合 
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 (5) 災害による被害にあった者 

 (6) 勾留又は留置されている者、受刑者 

 (7) 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種する方 

 (8) 職域接種される方（県主催のものに限る） 

   

 ●届出について 

  ■郵送で行う 

   「新型コロナウイルスワクチン接種住所地外接種届（初回接種用・追加接種用）」

に必要事項を記載の上、現在お持ちの接種券または、接種記録が確認できるもののコピー

を同封し、以下宛先までご郵送ください。なお、申請から届出済証の発行まで 10 日程度

を要します。 

   ○様式  新型コロナウイルスワクチン接種住所地外接種届 [Excel ファイル／

24KB] 

   〇新型コロナウイルスワクチン接種住所地外接種届送付先 

   〒023－8501 

   岩手県奥州市水沢大手町一丁目 1 番地 

   奥州市健康増進課 コロナワクチン住所地外接種届担当 
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  ■窓口で行う 

   本庁健康増進課又は各総合支所窓口でも手続き可能です。 

8 関連情報 

◆接種会場 

  接種会場一覧は ワクチン接種予約サイト＜外部リンク＞ をご確認ください。 

◆予診票記載例 

  予診票記載例 [PDF ファイル／446KB] 

◆無料送迎バス 

  高齢者の方々へのワクチン接種が概ね完了したことから、無料送迎バスは 8 月 29

日の運行をもって終了しました。 

●岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンター 

 （医学的知見が必要となる専門的な相談など） 

 電話番号：0120－895670（フリーダイヤル） 

 受付時間：9 時～21 時（土日・祝日も実施） 

 

●厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

 （コロナワクチン施策の在り方等に関する問合せ） 
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 電話番号：0120－761770（フリーダイヤル） 

 受付時間：9 時～21 時（土日・祝日も実施） 

●首相官邸（新型コロナワクチンについて）＜外部リンク＞ 

●厚生労働省（新型コロナワクチンについて）＜外部リンク＞ 

このページのお問い合わせ 

奥州市新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム 

電話：0197-34-2061、34-2062、34-2063 

メールアドレス：corona-vaccine@city.oshu.iwate.jp 
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