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新型コロナウイルスのワクチン接種について 

更新日：2022 年 5 月 26 日更新 

重要なお知らせ 

★6 月の 12 歳以上接種予約枠を 5 月 27 日(金曜日)午前 9 時に公開いたします。 

★6 月の小児（5 歳から 11 歳まで）接種予約枠を 5 月 18 日（水曜日）正午に公開

しました。 

★5 月 29 日（日曜日）プラザイン水沢会場の 7～11 歳小児ワクチン接種予約枠を

追加しました。 

コールセンターまたは予約サイトからご予約ください。 

★初回接種（1、2 回目）または追加接種（3 回目）をまだ終えられていない方は、 

7 月から接種機会が限られてきますので、お早めにコールセンターもしくは予約サ

イトからご予約ください。 

★3 回目接種券がお手元に届いた 60 歳以上の方は、接種日を割り当てさせていただ

いているので、 

お早めに通知をご確認ください。 

★3 回目接種間隔について、6 月接種より 2 回目接種終了から原則 6 か月経過から

5 か月経過に変更となりました。 

<関連情報> 

12 歳から 17 歳の方の 3 回目ワクチン接種について [PDF ファイル／481KB] 

10 代・20 代男性の武田/モデルナ社製ワクチン接種について 

https://www.city.oshu.iwate.jp/site/korona/41481.html，2021年9月21日
https://www.city.oshu.iwate.jp/uploaded/attachment/34635.pdf
https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/61/45799.html
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★5 月 26 日更新内容 

・重要なお知らせ 

・ワクチン接種率 

・4 回目接種の開始について 

・（3 回目）接種時期と接種券発送時期の目安 

・各種様式 

新型コロナワクチン接種の状況 

奥州市新型コロナウイルスワクチン接種の状況について [その他のファイル／132KB] 
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1 接種の概要 

 奥州市では国からのワクチン供給に合わせ、希望される市民の皆様全員が接種を

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及び武田／モデルナ社製

の 2 種類です。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。 

2 12 歳以上の方へのワクチン接種について 

1 回目・2 回目接種 

 12 歳以上の方を対象とした初回（1・2 回目）接種を実施しています。 

 ・接種場所：井筒医院 

  ・予約方法：コールセンターまたは予約サイト 

    ※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。 

    ※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。 

3 回目接種 

 （12 歳以上の方） 

 2 回目接種終了から原則 5 か月経過した 12 歳以上の方について、追加接種（3 回

目接種）を行っています。（接種できる間隔が 6 月より 6 か月経過から 5 か月経過
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に変更となりました。）対象の方には、接種時期を迎える前月末に接種券をお送り

します。 

 なお、2 回接種後に、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。 

 詳しくは 「8  奥州市に転入された方へのお願い」 をご確認ください。 

4 回目接種 

新型コロナウイルス感染症の 4 回目ワクチン接種が 6 月 1 日から始まります。対象

は満 60 歳以上の方及び 18 歳から 60 歳未満の基礎疾患を有する方、重症化リスク

が高いと医師が認める方（基礎疾患を有する方等）で、3 回目接種から 5 か月以上

経過している方です。   

3 回目接種の時は奥州市以外の住所で接種し、その後奥州市に転入した方は別途お

申し込みが必要ですので、3 回目の接種済証を持参のうえ奥州市役所健康増進課（2

階）で手続きをしてください。 

予約方法など詳細は以下のページをご覧ください。 

４回目接種の開始について 

 <初めて新予約システムにログインする際の注意事項> 

  初めてこちらの予約システムにログインする際は、ログイン後「登録情報変

更」をクリックし、姓（カナ）、名（カナ）、性別、電話番号を登録してくださ

い。 
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＜外部リンク＞ 

予約サイト操作マニュアル [PDF ファイル／862KB] 

※6 月の予約枠は 5月 27 日（金曜日）朝 9 時に公開しました。 

  

【接種のおける努力義務について】 

12 歳から 59 歳までの 1～3 回目接種と満 60 歳以上の方の 4 回目接種について

は、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第 9 条の規

定、いわゆる「努力義務」が適用されていますが、義務とは異なります。接種は強

制ではなく、最終的には、あくまでもご本人が納得した上で接種をご判断いただく

ことになります。 

3 小児（5～11 歳）へのワクチン接種について 

 新型コロナウイルスワクチンの小児（5～11 歳）への接種を、3 月 28 日（月曜

日）から行っています。予約に必要となる接種券は対象となる方へ 3 月 22 日（火

曜日）に発送しています。なお、新たに 5 歳となる方は、誕生月の前月末頃に発送

を行います。予約方法など詳細は以下のページをご覧ください。 

小児（5～11 歳）への新型コロナウイルスワクチン接種について 

https://www.city.oshu.iwate.jp/site/korona/41481.html，2021年9月21日
https://www.city.oshu.iwate.jp/uploaded/attachment/32911.pdf
https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/61/50975.html
https://vaccines.sciseed.jp/oshu/login
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4 （3 回目）接種時期と接種券発送時期の目安 

（３回目）接種時期と接種券発送時期の目安 [Excel ファイル／11KB] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３回目）接種時期と接種券発送時期の目安

３回目接種可能 接種券発送

令和３年12月以降 11/19発送

令和４年１月以降 12/24発送

令和４年２月以降 12/24発送

65歳以上 令和４年２月以降 1/24発送

60～64歳 令和４年３月以降 3/7発送

18～59歳 令和４年３月以降 2/22発送

65歳以上 令和４年３月以降 3/7発送

60～64歳 令和４年３月以降 3/7発送

18～59歳 令和４年３月以降 2/22発送

65歳以上 令和４年３月以降 3/7発送

18～64歳 令和４年３月以降 3/25発送

18歳以上 令和４年４月以降 3/25発送

12～17歳 令和４年５月以降 4/21発送

令和３年11月 12歳以上 令和４年５月以降 4/21発送

令和３年12月 12歳以上 令和４年６月以降 5/26発送

令和４年１月 12歳以上 令和４年６月以降 5/26発送

（４回目）接種時期と接種券発送時期の目安

４回目接種可能 接種券発送

令和３年12月 満60歳以上 令和４年６月以降 5/26発送

令和４年１月 満60歳以上 令和４年６月以降 5/26発送

令和３年１０月

３回目接種時期

2回目接種時期

令和３年７月

令和３年９月

令和３年８月

令和３年４月

令和３年５月

令和３年６月

https://www.city.oshu.iwate.jp/site/korona/41481.html，2021年9月21日
https://www.city.oshu.iwate.jp/uploaded/attachment/35073.xlsx
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5 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。 

 

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＞ 

※6 月の予約枠は 5月 27 日（金曜日）朝 9 時に公開いたします。 

予約サイト操作マニュアル [PDF ファイル／862KB] 

6 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。 

https://www.city.oshu.iwate.jp/site/korona/41481.html，2021年9月21日
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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＞ 

7 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。 

●追加（3 回目）接種に使用するワクチンについてのお知らせ [PDF ファイル／

405KB] 

●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] 

●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] 

●10 代・20 代の男性と保護者の方へのお知らせ 

●予防接種健康被害救済制度について（厚生労働省）＜外部リンク＞ 

●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：24 時間（土日・祝日も実施） 

8 奥州市に転入された方へのお願い 

https://www.city.oshu.iwate.jp/site/korona/41481.html，2021年9月21日
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/1037252.html
https://www.city.oshu.iwate.jp/uploaded/attachment/32771.pdf
https://www.city.oshu.iwate.jp/uploaded/attachment/32771.pdf
https://www.city.oshu.iwate.jp/uploaded/attachment/29941.pdf
https://www.city.oshu.iwate.jp/uploaded/attachment/29942.pdf
https://www.city.oshu.iwate.jp/uploaded/attachment/31035.pdf
https://www.city.oshu.iwate.jp/uploaded/attachment/31035.pdf
https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/61/45799.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
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 奥州市に転入後、前住所地で発行された接種券は使用することができません。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、転入前に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、次回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 

   市役所、各総合支所窓口で受付します。転入手続きをした日の翌日以降であ

れば、接種券の即日交付が可能です。（前回接種日によってはこの限りでない場合

があります） 

 

 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 時 30 分～17 時 00 分（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 
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  新型コロナウイルスワクチン接種履歴申請書兼接種券発行申請書 [PDF ファイ

ル／1009KB] 

 ○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 

9 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。1,2 回目接種、3 回目接種、4 回目接種と接種区分毎に申請が必要です。 

 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 

 (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 
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 (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」に必要事項を記載の

上、現在お持ちの接種券のコピー及び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

／25KB] 

   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 

  ■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。 

10 関連情報 

◆ワクチン接種証明書（デジタル）について 

  ワクチン接種証明書は 12 月 20 日からデジタル化されました。申請はスマート

フォンを使って行いますが、マイナンバーカードが必須となります。専用アプリの

詳しい取得方法はデジタル庁ホームページ＜外部リンク＞をご覧ください。 
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◆ワクチン接種証明書（書面）について 

  従来の海外用に加えて、日本国内用の接種証明書も申請いただけるようになりま

した。詳細は新型コロナウイルスワクチン接種対策チームへお問い合わせくださ

い。 ※1～2 回目接種時にお渡しした予防接種済証や予防接種記録書は国内用証明

書として利用可能です。 

◆接種会場 

  <3 回目>接種会 場一覧はこちら➡奥州市新型コロナワクチン追加（3 回目）

接種実施会場 [PDF ファイル／116KB] 

◆予診票記載例 

  予診票記載例 [PDF ファイル／446KB] 

  

●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：24 時間（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） 

 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＞ 
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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 

 

https://www.city.oshu.iwate.jp/site/korona/41481.html，2021年9月21日

