追加接種（３回目） 、１・２回目接種（５歳～11歳）の皆様へ
※市ホームページに最新情報を掲載
しますので、確認をお願いします

※接種を希望する方は、「登米市
ワクチン接種web予約サイト」
又は「コールセンター」で予約を
お願いします。

予約の受付開始は
４月１１日（月） 午後１時から

登米市
-tome-

予約方法：ｗｅｂ予約又はコールセンター

小児（5歳～11歳）のワクチン接種は、予防接種法上の接種
にご協力いただきたい「努力義務」は適用されません。

八木小児科医院

接種時間
10：30
11：00
11：30

15：00
15：30
16：00

14：30
15：00

米川診療所

接種日
１回目接種
２回目接種

４月 ２５日、２６日、２８日
５月 ２日、９日、１０日、１２日、１３日
５月 １６日、１７日、１９日、２３日、３０日、３１日
６月 ２日、３日

１回目接種

４月 ２５日、２６日、2８日、３０日
５月 ２日、６日、９日、１０日

２回目接種

５月 １６日、１７日、19日、21日、2３日、27日
３０日、31日

web予約の操作説明
市町村コードはこれです。
画面に表示されている市町村
コードと同じかチェック！
※市外の方は修正ください。

登米市ワクチン接種web予約サイト

（接種期間のみ予約可能、システムメンテナンス
期間は予約できません）
券番号（１０桁）を入力
① 券番号、生年月日等で認証
② 接種者の情報入力（氏名・住所など）
③ マイページに入ってからハガキの指定
日時である現在の予約をキャンセル
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【対象】

※受付に提出することで名簿照合不要となり、スムーズに受付
できます。

ハガキ発送の対象者は、年齢で違いますので、
各年齢・集団接種・個別接種をご確認ください。

②接種券一体型予診票

【発送時期】
接種日程に合わせ、順次送付いたします。
※ハガキが到着する前でも接種券があれば予約
変更等が可能です。

事前に質問事項等にご記入の上、お持ちください。ま
た、通院等している方は予診票を持っていき事前にかか
りつけ医師にご相談ください。
※記入は黒のボールペンでお願いします。（消えるぺん、えんぴつ
では記入しないでください）

【QRコード】
◎携帯電話のカメラで読み込み
するとアドレスが出てきます。
◎操作説明は、ホームページ内に
掲載しております。
※メールアドレスを登録した場合、前日にメールで
予約状況をお知らせします。
※携帯電話の設定によりメールが受け取れない方も
おりますので、メールの受信設定をお願いします。

③新型コロナウイルスワクチン
予防接種済証（臨時接種）

次の方は必ずコールセンターにご連絡ください
① 集団接種でご案内した方で個別接種を希望する方
② 接種日時等を変更したい方（ｗｅｂ予約サイトでも変更可能）
③ ワクチン接種を希望しない方
※

はハガキを送付しません。

接種券一体型予診票と予防接種済証（臨時接種）はA3用
紙に併せて印刷しています。切り離さずに会場へお持ちくだ
さい。
ワクチンを接種した接種済証になりますので、接種後も大
事に保管ください。

④本人確認書類
（健康保険証、運転免許証等）

【注意】 このワクチン接種は任意です

◎２４時間 毎日 予約変更できます

予約完了

接種会場・日時が記載してあります。ハガキにより予約
不要となります。
予約変更した場合は、ご自身でハガキに変更した会場・
日時を記載ください。

次の方は、ハガキで集団接種会場と日時を通知
しますので予約不要となっています

２回目接種 ５月 １４日、２１日

※２回目接種は１回目接種の3週間後の同じ医療機関・同じ時間となります。２回目接種の日程は変更できません。
※母子（親子）健康手帳が必要になりますので持参ください。
※保護者の同伴が必要（家族等が同伴する場合は、こどもの健康状態をよく理解している方）

⑤ 希望する接種日・時間を選択

①ハガキ

１回目接種 ４月 ２３日、３０日

11：00～11：30

④ 希望する接種会場を選択

接種当日の持ち物

接種をすることのメリットと副反応のリスクを十分に理解し、
かかりつけ医ともよく相談をして接種を受けてください。

医療機関名

令和４年３月３１日発行

ハガキの通知により予約不要

【対象：5歳～１１歳の方】 使用ワクチン ファイザー社製５歳～１１歳用ワクチン
※接種券は２月下旬に発送済です。
※予約枠に限りがありますので、ご了承ください。
※５歳は誕生日の前日から接種可能

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方
について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいて
います。体質や持病などの理由で新型コロナウイルスワクチン
を接種できない人もいます。
ワクチン接種を受ける又は受けないことによって、差別やい
じめなどが起きることのないよう、地域、学校、会社において
は、本人の判断が尊重されるようお願いします。

⑤スリッパ（登米祝祭劇場はスリッパ不要です）
※肩を出しやすい服装でお越しください
※接種券一体型予診票を必ず持参ください
接種券をなくした方は最寄りの総合支所健康づくり係で、
再発行してから必ずご持参ください。
※受付での混雑を避けるため、 ハガキで指定された時間に
受付ください。

※１２歳以上の方で１・２回目の接種をご希望の方は、コールセンターにご連絡ください。

お問い合わせは登米市ワクチン接種コールセンターにご連絡ください

TEL 0120-567-257

（フリーダイヤル）

◎午前9時から午後６時まで
※【土曜・日曜・祝日】も毎日対応しています。
※4月３０日以降は【平日】のみ対応へ変更します

※予約開始時期等は問い合わせが多くつながらない場合があります。
ご迷惑をおかけしますが、日にちや時間帯を変えてご連絡ください。
（電話がつながりにくい時間帯 ９時台、１２時台、１７時台）

登米市市民生活部 新型コロナウイルスワクチン接種対策室
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使用ワクチン
ファイザー社製ワクチン

【接種時間】 平日

予約の受付・変更開始は
４月１４日（木） 午後１時から
予約方法：コールセンターのみ

土曜・日曜・祝日

午後２時から午後６時まで
午前９時から午後６時まで

（午後0時30分から午後2時までを除く）

【対象：市内協力医療機関で１０月１日から１１月３０日までに接種した１８歳以上の方】
●（令和３年）１０月１日～１１月3０日に協力医療機関で２回目接種した方
【 4月上旬に接種券を発送 ・ ４月1２日にハガキを発送 】
４月2３日～５月７日、５月１６日～５月３１日の期間で、原則2回目を接種した医療機関を指定します。
※協力医療機関の接種可能人数に限りがあるため、他の医療機関での接種もお願いしておりますのでご了承
ください。
※予約変更後のハガキは送付しませんので、変更後の内容をハガキにご自身で記入ください。

【対象：新たに個別接種を希望する方】
●２回目の接種を集団接種又は市外の医療機関で接種した方で、個別接種を新たに希望する方
●４月2３日～５月７日、５月１６日～５月３１日の接種期間で下記協力医療機関への予約を受け付けします。

●接種期間を確認のうえ「コールセンター」へ予約ください。予約枠に限りがありますので、ご了承ください。

【対象：１８歳以上の方で９月３０日までに接種した方】

予約変更方法：ｗｅｂ予約又はコールセンター

３月中旬にハガキ発送済
対象者

1８歳以上の方で２回目接種を
（令和３年）９月３０日まで完了した方

予約の変更は随時行っております

接種会場
登米祝祭劇場
（水の里）
小ホール

※2回目接種を１０月1日以降に完了
した方は、ハガキを送付しておりませ
んが、２回目接種完了から6か月を経
南方保健センター
過した方は予約により接種可能で
（南方公民館 となり）
す。
※南方中学校の道路向かい
※案内看板を設置

接種期間【３回目】

使用ワクチン

４月５日～４月2２日

武田／モデルナ社製ワクチン

４月２３日～４月24日
４月１日～４月2２日
４月２３日～４月24日

ファイザー社製ワクチン
武田／モデルナ社製ワクチン
ファイザー社製ワクチン

＜個別接種を実施する協力医療機関の診療所名＞
●ハガキでの通知は、市内の集団接種会場で２回目を接種した方に送付します。それ以外の方は、予約が必要です。
番号

接種時間

診療所名
しのはらクリニック

①
②

※通院したことがある方。被接種者
家族は初診でも同伴で接種可

月

おおともクリニック

月･火･木･金
水・土
月･火･水
金

医療法人社団豊衛会

③ 佐藤医院（豊里）
④ サンクリニック

医療法人社団厚和会

⑤ 佐藤医院(南方)

14:00～16:00
8:00～9:00/14:00～15:00
8:00～9:00
13:30
13:30/16:00

接種期間（３回目）
4月25日
５月１６日～5月30日
4月23日～5月７日、
５月１６日～５月３０日

月･火･水･金

14:30

4月25日～5月６日、
５月１６日～５月３１日

火･金

13:30

4月26日～5月６日、
５月１７日～５月３１日

9:00～11:00/14:00～16:00

水

9:00～11:00

⑦ 千葉医院

火･木・金

13:00

⑧ 菅原内科クリニック

火･木･金

10:30～11:00/15:00～15:30 ５月１７日～5月31日

⑨ わたなべ内科クリニック
※かかりつけの方のみ

火

15:00/16:30

月･火･金

14:00/14:30/15:00

水

10:00/10:30/11:00

月

14:45/15:15/15:45/16:15

火

13:45/14:15/14:45/15:15/
15:45/16:15

木・金

15：15/15：45

水

14:00

⑩ 桜井医院

登米市立上沼診療所
⑪

⑫
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登米市立米谷病院

【対象：１２歳～１７歳の方で１０月２９日までに接種した方】

４月中旬に接種券・ハガキ発送予定

予約の受付・変更開始は
４月１８日（月） 午後１時から

●令和４年３月３１日現在の年齢

予約方法：ｗｅｂ予約又はコールセンター

対象者

4月2５日～5月６日、
５月１６日～５月２０日

月･火･木･金

⑥ 佐藤内科医院

「登米市ワクチン接種ｗｅｂ予約サイト」又は「コールセンター」で予約できます。

1２歳～１７歳の方で２回目接種を
（令和３年）１０月２９日まで完了した方
※登米市に住民登録があり、２回目
接種完了から6か月を経過した方に
ハガキで接種日時を通知します。

4月25日～5月６日、
５月１６日～５月３１日
4月26日、
５月１７日～5月31日
4月26日～４月２８日、
4月26日、
５月１７日～5月31日
4月25日～5月６日、
５月１６日～５月３１日

接種会場

接種期間【３回目】

使用ワクチン

登米祝祭劇場
（水の里）
小ホール

４月２５日～４月2９日

ファイザー社製ワクチン

４月２５日～４月2９日

ファイザー社製ワクチン

南方保健センター
（南方公民館 となり）
※南方中学校の道路向かい
※案内看板を設置

※１２歳～１７歳は副反応等に備え、原則、保護者の同伴が必要です。
※２回目接種を（令和３年）１０月３０日以降に完了した方は、集団接種の期間中に6か月を経過しないことから、
6か月以降経過する日で個別接種に申し込みください。
【ワクチンについて】
●１８歳以上のファイザー社製ワクチンと同じワクチンになります。
※１２歳～１７歳はファイザー社製ワクチンのみ薬事承認されており、他のワクチンは接種できません。
【予約変更の注意事項】
●予約変更する際は、２回目接種完了から必ず6か月を経過する日に変更ください。

4月25日～４月２８日、
５月１６日～５月３１日

【１２歳～１７歳で個別接種を希望する方について】
●2ページの市内協力医療機関で「１２歳～１７歳予約可能」の医療機関に予約をお願いします。

※受付時間各15分間

4月27日、５月１８日、
5月25日

●個別接種の予約変更はコールセンターのみ受け付けとなります。
●予約変更した場合は、ハガキを送付しませんので、ご自身で変更した会場・日時を記載ください。
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