記者会見資料
令和３年７月 20 日（火）
保健福祉部健康増進課
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
担当：佐藤，小野寺(和)，小野寺(幸)，菅野（内 450）

ワクチンパスポートの申請受付を開始します
～新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ～

■ 新型コロナウイルスワクチン（以下，
「ワクチン」
）接種について，今月 26 日より，ワク
チン接種された方のうち，海外渡航を予定している方を対象に，
「新型コロナウイルス感染
症予防接種証明書（通称「ワクチンパスポート」
）
」の申請受付を開始いたします。

■ これは，海外渡航向けの証明として交付するもので，接種者に関する事項と接種記録を内
容としています。必要な方は，関係書類を揃え，すこやか等窓口までお越しください。
なお，国内において，一般的にワクチン接種の証明として，接種済証・接種記録書で十分
対応できますので，大切に保管ください。

【「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）
」について】
１ 対象者
ワクチン接種を済ませ，海外渡航を予定している市民
２ 証明内容
(1) 接種者に関する事項（氏名，生年月日，旅券番号など）
(2) 接種記録（ワクチンの種類，接種年月日など）
３ 申請に必要なもの
(1) 接種証明申請書（市ホームページからダウンロードできます）
(2) 接種済証，または接種記録書
(3) 旅券，またはその写し（旅券番号が確認できるもの）
(4) 本人確認書類（旅券，運転免許証，マイナンバーカード等）
(5) 代理で申請する場合は委任状（任意様式）
４ 受付時間
午前９時００分から午後４時００分まで（土日祝日は除く）
５ その他
(1) 窓口（すこやか，唐桑・本吉総合支所保健福祉課）または郵便で申請
※申請に必要な書類が揃っていない場合，接種記録の照会及び確認に時間を要する場
合があります。
(2) 手数料は無料で，１度の申請については１部の発行を原則とします。
＜参考＞
資料１：新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（サンプル）
資料２：接種済証・接種記録書（サンプル）
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資料１

新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書
Vaccination Certificate of COVID-19
姓(旧姓) 名
[Surname(Former surname) Given name]

内閣(総理) 太郎
[NAIKAKU(SOURI) TARO]
生年月日 [Date of Birth] (YYYY-MM-DD)

1980-01-01
国籍 [Nationality]

JAPAN
旅券番号 [Passport Number]

TR1111111

１回目接種 [First Dose]

２回目接種 [Second Dose]

ワクチンの種類 [Vaccine Type]

ワクチンの種類 [Vaccine Type]

COVID-19 mRNA

COVID-19 mRNA

メーカー [Manufacturer]

メーカー [Manufacturer]

ファイザー

ファイザー

[Pfizer/BioNTech]
製品名 [Product Name]

[Pfizer/BioNTech]
製品名 [Product Name]

コミナティ

コミナティ

[COMIRNATY]
製造番号 [Lot Number]

[COMIRNATY]
製造番号 [Lot Number]

LOT00001

LOT00002

接種年月日 [Vaccination Date] (YYYY-MM-DD)

接種年月日 [Vaccination Date] (YYYY-MM-DD)

2021-06-30

2021-07-25

接種国 [Country of Vaccination]

接種国 [Country of Vaccination]

日本

日本

[JAPAN]

[JAPAN]

証明書発行者 [Certificate Issuance Authority]

●●県○○市長
[Mayor of ○○, ●● Prefecture]

日本国厚生労働大臣
[Minister of Health, Labour and Welfare, Government of Japan]
証明書ID [Certificate Identifier]

証明書発行年月日 [Issue Date] (YYYY-MM-DD)

123456-20210801-900000

2021-08-01

1
南町２区
〒988-0017
宮城県気仙沼市南町一丁目４番１０号
市営南町一丁目住宅４０６
ああ

ああ

資料２
気仙沼市長

様

菅原

茂

KS-111-0000001#

042056
0000182931

042056
0000182931

宮城県気仙沼市
ああ

ああ

宮城県気仙沼市
ああ



ああ

2021年

X 月 X日

KS-111-0000001



210420560000182931

110420560000182931

042056
0000182931

042056
0000182931

宮城県気仙沼市
ああ


ああ

宮城県気仙沼市
ああ

ああ

2021年

X X
月

日



220420560000182931

120420560000182931
ああ

ああ

宮城県気仙沼市南町一丁目４番１０
号 市営南町一丁目住宅４０６
昭和20年1月1日

生

宮城県気仙沼市長

菅原

茂

新型コロナワクチン接種記録書
Record of Vaccination for COVID-19
１回目
接種年月日

２回目
接種年月日
メーカー/Lot No.
（シール貼付）

2021年
X 月

2021年
X

X日

接種会場

X

月

メーカー/Lot No.
（シール貼付）

日

接種会場

●●病院

●●病院

氏名

： 気仙沼 太 郎

住所

： 気仙沼市八日町一丁目１番１号

生年月日：

1950 年

1 月

1日

新型コロナワクチンの接種を受けた医療従事者等の方へ
〇 上記の接種記録書は、２回目の接種でもシールを貼付しますので、２回目の
接種にもご持参ください。接種記録書は、接種の記録となりますので、大切に
保管してください。
〇 市町村が発行する接種済証が必要な場合は、住民票がある市町村にお問い
合わせください。（発行まで時間を要する場合があります。）
〇 後日、市町村から郵送される接種券は、使用しないでください。
〇 ２回目の接種時に、「接種券付き予診票」と「接種記録書」をご持参ください。
新型コロナワクチンに関する相談先
〇 ワクチン接種後に、健康に異常があるとき
➡ ワクチンの接種を受けた医療機関・かかりつけ医・市町村の相談窓口
〇 予防接種による健康被害についての補償（救済）に関する相談
➡ 市町村の予防接種担当部門
新型コロナワクチンの詳しい情報については、
厚生労働省ホームページをご覧ください。
右のＱＲコードからアクセスできます。

