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　新型コロナワクチンの1回目を接種した方のうち、2回目の予約を済ませていない方は、問合せ先へ
ご連絡ください。　＊1回目と2回目の間隔は、ファイザー製ワクチンが3週間、武田／モデルナ製ワクチンは4週間

[問合せ]墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤル(コールセンター)

▼12月14日まで＝☎6734－0307　 ▼12月15日から＝☎0120－714－587
＊受け付けは午前8時半～午後5時15分（年末年始を除く）

接種対象者
　2回目の新型コロナワクチン接種をしてから、原則8か月が経過し、
墨田区に住民票がある18歳以上の方
注接種券の送付対象者は、墨田区のワクチン接種券（以下「接種券」）を使って、2
回目のワクチン接種をした方です。他自治体の接種券で2回ワクチンを接種し
た後に墨田区に転入した方は、本紙2面の「よくある質問」のQ3をご覧ください。

接種費用
　無料（全額公費負担）

3回目接種に使用するワクチン
ファイザー製　＊武田／モデルナ製ワクチンは、追加接種の

薬事承認後、接種可能となり次第、区ホームページ等でお知らせ

会場により予約方法が異なります。いずれの場合も、予約には、区から郵送された接種券
に記載の「券番号」が必要ですので、お手元に接種券をご用意ください。
予約システム・コー
ルセンターで予約
する会場（右記★参
照）

予約方法1 予約方法2
インターネット(墨田区専用
予約システム)での予約
https://g131075.

vc.liny.jp

新型コロナワクチン接種問い合わせダイヤル(コー
ルセンター)での予約
☎0120－714－587 ＊受け付けは午前8時半～
午後5時15分(年末年始を除く)

直接予約する会場 各医療機関へ予約

ワクチン接種の予約方法

3回目接種のシミュレーション
ご自身の接種可能日は、接種券に同封する「3回目ワクチン接種日早見表」をご確認ください。

接種券の発送時期・予約開始時期
　接種の対象となる方から順次、以下のとおり接種券の発送と予約の受け付けを開始します。

ワクチン2回目を接種
した月

3年
5月 6月 7月 8月 ～

ワクチン3回目の接種
対象となる月

4年
1月 2月 3月 4月 ～

接種券の発送日 3年
12月14日

4年
1月4日 2月1日 ～

▼接種券の発送時期
　12月14日に令和4年1月に接種の対象となる方へ接種券（接種券一体
型予診票）を発送します。それ以降は、毎月上旬に、順次発送します。

▼予約開始時期
4年1月18日正午に予約（4年1月31日～2月5日接種分）を開始します。

それ以降は、原則、毎週火曜日の正午に2週間後の予約（日曜日～土曜日
の1週間分）を開始します。

■ 予約システム・コールセンターで
予約できる会場（★）

▶すみだリバーサイドホール1階ギャ
ラリー（区役所に併設）　▶みどりコミュ
ニティセンター　▶立花体育館　▶旧
隅田小学校　▶東京曳舟病院　▶済生
会向島病院　▶中村病院　▶墨田中央
病院　▶賛育会病院　▶山田記念病院　
▶同愛記念病院
＊ 住所等の詳細は、区ホームページを参照

■Aさんのスケジュール（４年1月～2月カレンダー）
日 月 火 水 木 金 土

1月1日

2 3 4 5 6 7 8

1月30日 31日 2月1日
★

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

火 水

4 55

接種券
発送日

　4年2月19日（土）までの予約ができなかったとして
も、毎週火曜日に2週間後の予約が可能となるので、
随時予約できます。例えば、4年2月8日（火）正午には、
4年2月20日（日）～26日（土）の予約ができます。

▼接種可能日＝4年2月13日（日）以降（ワクチン2回目接
種後、原則8か月を経過した日）

▼接種券の発送日＝4年1月4日（火）（接種可能月の前月
の上旬）

▼予約開始日時＝4年2月1日（火）正午（接種可能日であ
る、2月13日以降の日付を予約する必要あり） 6

13 14

6 接種
可能日
接種
可能日

2回目のワクチン接種を令和3年6月13日（日）に接種したＡさんの場合

Aさん

保健所職員

★予約開始日（2月13日～19日分）
（以降、毎週火曜日に2週間後の予約を開始）

注 4年3月以降、接種体制の拡充（区の集団接種会場の増設・職域接種の開始等）
が見込まれます。適切な時期に確実に接種券を届けるため、4年3月・4月に
ワクチン3回目が接種できる方へは、4年2月1日にまとめて発送します。
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2021 年　12/10（令和 3年）

新型コロナ
ワクチン
接種特集号

注今号は12月10日(金)～15日（水）の期間で全戸配付しています。
墨田区新型コロナワクチン接種

広報大使「わく丸」

区ホームページ内「新
型コロナウイルスワ
クチン接種について」

本紙は12月2日時点の
情報です。

最新情報はこちら！

12月14日から順次、接種券を発送します
新型コロナワクチン（3回目）接種
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よくある質問

接種券に同封される書類・接種当日の持ち物

Q1　なぜ 3回目のワクチン接種が必要なのですか?
　ワクチン接種は、高い感染予防・重症化予防効果等がありますが、そ
の効果は時間の経過とともに、低下することが示唆されています。その
ため、感染予防効果等を高める観点から、1・2回目の接種を完了した
方に対して、追加接種の機会を提供することが望ましいとされています。

Q2　 交互接種(1・2回目と3回目で異なるワクチンを接種す
ること)は可能ですか?

　可能です。現状、初回接種のワクチンの種類に関わらず、3回目接種の
薬事承認がされているワクチンはファイザー製のみです。1・2回目で、
武田／モデルナ製ワクチンを接種した方は、交互接種となります。今後、
武田／モデルナ製ワクチンが薬事承認された場合、改めてお知らせします。

Q3　 他自治体の接種券で2回ワクチンを接種した後に墨田区
に転入した場合、接種券は届きますか?

　他自治体の接種券でワクチンを2回接種した後に転入された方は、
接種券の発行申請をする必要があります。次の書類を墨田区新型コロ
ナウイルス予防接種調整担当まで郵送してください。郵送での手続が
難しい場合は、コールセンターへお問い合わせください。

▼接種券発行申請書（新型コロナウイルス感染症）3回目接種用　＊区
ホームページから出力可　 ▼接種券（予防接種済証）や接種記録書など
の、ワクチン1・2回目が接種済みであることを証明する書類の写し

Q4　 接種券を紛失してしまった場合はどうしたらいいですか?
　再発行が可能です。コールセンターへお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症（ワクチン接種以外）の電話相談
一般的な相談＝都「新型コロナコールセンター」☎0570－550－571　　　 ℻  5388－1396
＊ 電話の受け付けは午前9時～午後10時(土・日曜日、祝日、年末年始を含む)　＊ファクスは相談票に記入のうえ、送信
＊日

に ほ ん ご
本語、英

え い ご
語、中

ちゅうごくご
国語、韓

かんこくご
国語、タガログ語

ご
など12か国

こ く ご
語での相

そうだんか
談可

発熱などの症状がある方でかかりつけ医がいない場合＝ ▼東京都発熱相談センター☎5320－4592　＊24時間対応(土・
日曜日、祝日、年末年始を含む)　 ▼ 墨田区発熱・コロナ相談センター☎5608－1443　＊土・日曜日、祝日、年末年始を
除く午前9時～午後5時　＊新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなどについても相談可　＊混雑時はつながりにくい場合あり
発熱などの症状がある方でかかりつけ医がいる場合＝必ず電話で、日頃受診している医療機関に相談

聴覚障害のある方

相談票

▶接種券一体型予診票（A3版）▶お知らせ ▶ 3回目ワクチン接種日早見表
▼封筒

　右記の封筒で、次の書類（3種類）を郵送します。
　「接種券一体型予診票」は、予約時やワクチン接種
当日に必要ですので、切り離さず大切に保管してく
ださい。

▼接種券一体型予診票
注切り取らず、そのままお持ちくだ
さい。

注予診票は、事前に記入のうえ、お
持ちください。

▼本人確認書類
　（運転免許証、
　健康保険証等）

当日は肩を
出しやすい
服装でお越
しください。

接種当日の持ち物接種券に同封される書類

変わります！墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤルの電話番号
　12月15日から、墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤル(コールセンター)の電話番号が、次のとおり変更となります。
また、12月29日～令和4年1月3日は年末年始のため、受け付けを休止します。

＊ 受け付けは午前8時半～午後5時15分（年末年始を除く）　＊ 日
に ほ ん ご
本語、英

えいご
語、中

ちゅうごくご
国語、韓

かんこくご
国語での対

たいおう
応が可

かのう
能

12月15日から ☎0120－714－587
注12月14日までは、☎6734－0307へ

　　　　　　　　 ℻  5608－6507聴覚障害のある方

Q5　 いつ2回目を接種したのか忘れてしまいました。どう
やって確認できますか？ 

　1・2回目接種時の接種券（予防接種済証）または接種記録書をご覧
ください。また、3回目の接種券に同封される「3回目ワクチン接種日
早見表」にも2回目接種日の確認方法を記載しています。

Q6　 3回目のワクチン接種の副反応はどの程度ですか?
　2回目のワクチン接種時の副反応とおおむね同程度です。

Q7　 まだ一度もワクチン接種を受けていませんが、3回目
のワクチン接種が始まってからも受けられますか?

　3回目のワクチン接種開始後も、1・2回目の接種が受けられます。
１・2回目接種を継続する医療機関が決まり次第、本紙または区ホー
ムページ等でお知らせします。

Q8　 5歳～11歳はいつから接種（1・2回目）を受けられますか?
　現在、国が５歳～11歳のワクチン接種の有効性や安全性を確認し
ているところです。各自治体に対し、ワクチン接種を2回行うことを
前提に、実施体制や接種実施医療機関等を確保するよう通達されて
いるため、接種開始日等が決まり次第、本紙または区ホームページ
等でお知らせします。

そ の ほ か の
質問はこちら！ 区

HP
厚労省
HP

首相官邸
HP




