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  令和４年６月８日 

 

新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目接種）の接種日程について 

 

登米市の新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目接種）の接種日程については、７

月１日から集団接種を実施します。また、個別接種については５月 26日から順次実施して

います。 

使用ワクチンについては、国からのワクチン供給状況により、武田／モデルナ社製ワクチ

ンを主に使用する予定です。 

今後も市民の皆様が安全・安心に接種できるよう進めていきます。 

 

１．集団接種の概要 

（１）60歳以上の方（60歳は誕生日の前日から接種可能） 

・接種時期  ７月１日～９月 11日 

・会  場  市内公民館・体育館等 ６施設（冷房設備がある施設） 

         ※別表「新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目接種）集団接種 

 会場日程」のとおり 

 

（２）18歳～59歳の基礎疾患を有する方等 

・接種時期  ８月７日～８月 28日 

・会  場  接種間隔に合わせた 60歳以上の方と同じ会場 

       ※上記の期間以外も予約に空きがあれば追加接種（３回目接種）完了か 

  ら５か月を経過する方は順次接種可能です。 

 

（３）ファイザー社製ワクチンを希望する方 

・接種時期  9月 14日～9月 17日 

・会  場  登米総合体育館（とよま蔵ジアム） 

         ※集団接種の７月１日～９月 11日の期間に接種予定でファイザー社製 

ワクチンを希望する方 

 

２．個別接種の概要 

（１）60歳以上の主に医療従事者等   

・接種時期  ５月 26日～６月 30日 

  ・会  場  市内５病院、診療所 

 

（２）60歳以上の方、18歳～59歳の基礎疾患を有する方等 

・接種時期  ８月上旬～９月 30日 

  ・会  場  市内協力医療機関 
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３．接種券の発送 

 接種券一体型予診票は、追加接種（３回目接種）完了から５か月を経過する 18歳以上の

方、全員に送付する。 

（接種対象者が接種を希望する場合に速やかに接種できるよう、基礎疾患の有無にかかわ

らず、全員に送付するもの。） 

   

※５か月経過に合わせて、順次発送 

 

４．予約方法 

（１）60歳以上    集団接種・個別接種は接種会場・日時を記載したハガキを通知するこ 

とにより予約不要の対応 

         ※「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

予約変更可能 

 

（２）18歳～59歳（基礎疾患を有する方等） 

         ①１回目接種時に集団接種で基礎疾患等の期間（令和３年７月７日か

ら７月１５日まで）に接種した 18 歳～59 歳の基礎疾患を有する方

は、接種会場・日時を記載したハガキにより予約不要の対応 

②それ以外の方は、国が示す基礎疾患等に該当する方が自己申告によ

り「登米市ワクチン接種ＷＥＢ予約サイト」又は「コールセンター」

で自ら予約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３回目接種の完了時期 発送時期 発送数 

令和４年１月 28日までの方 ６月 ６日 約 2,600 通 

令和４年２月 28日までの方 ６月 13日 約 17,400通 

令和４年３月 31日までの方 ７月 上旬 約 17,600通 

令和４年４月 30日までの方 ８月 上旬 約 19,200通 

〔問い合わせ〕 

市民生活部 

新型コロナワクチン接種対策室 

  室長 佐々木 美智恵 

  TEL：0220-58-5557 
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別表 

 

新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目接種） 集団接種会場及び日程 

   R4.6.7現在 

【65歳以上 72歳以下】 使用ワクチン ： 武田／モデルナ社製ワクチン 

町域 接種会場 ４回目接種日程 

迫・東和・中田・石越町域 石森ふれあいセンター 7月 1日～7月 10日 

迫・米山・南方町域 中津山公民館 7月 11日～7月 17日 

登米・豊里・津山町域 豊里公民館 7月 19日～7月 23日 
    

【７３歳以上】 使用ワクチン ：武田／モデルナ社製ワクチン 

町域 会場までのバス運行 接種会場 ４回目接種日程 

米山 あり（米山総合支所前） 豊里公民館 7月 24日～7月 27日 

中田 なし 石森ふれあいセンター 7月 29日～8月 3日 

豊里 なし 豊里公民館 8月 9日～8月 11日 

登米 なし 登米総合体育館（とよま蔵ジアム） 8月 15日～8月 16日 

石越 あり（石越総合支所前） 

登米祝祭劇場 小ホール 

8月 17日～8月 18日 

南方 あり（南方総合支所前） 8月 19日～8月 21日 

迫 なし 8月 21日～8月 27日 

東和 なし 東和総合支所 ３階 8月 30日～9月 2日 

津山 あり（津山総合支所前） 豊里公民館 9月 5日～9月 6日 

 

【60歳以上 64歳以下】 使用ワクチン ： 武田／モデルナ社製ワクチン 

町域 接種会場 ４回目接種日程 

全町域 豊里公民館 9月 7日～9月 11日 
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【18歳以上 59歳以下の基礎疾患がある方等】 使用ワクチン ： 武田／モデルナ社製ワクチン 

町域 接種会場 ４回目接種日程 

全町域 豊里公民館 
8月 7日～8月 8日 

8月 11日～8月 12日 

全町域 登米総合体育館（とよま蔵ジアム） 8月 13日～8月 14日 

全町域 登米祝祭劇場 小ホール 8月 28日 

【全対象者】 使用ワクチン ： ファイザー社製ワクチン 

対象者 接種会場 ４回目接種日程 

集団接種の７月１日～９月 11日

の期間に接種予定でファイザー

社製ワクチンを希望する方 

登米総合体育館（とよま蔵ジアム） 9月 14日～9月 17日 

    

※上記の接種日程は、主な接種対象者の年齢となります。 

※集団接種会場までのバス運行は、73 歳以上の方の接種期間で、同じ町域内に接種会場が

ない場合のみ運行します。 

 


