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■ 新型コロナウイルスワクチンの５歳から 11 歳のお子様（以下，「小児」）に対する接種に

ついて，今年度５歳から 11 歳となるお子様となる方々へ，昨日より接種券（別紙１）を送

付しましたが，同封のお知らせには記載していない第１期集団接種の日程について，本日お

知らせします。 

 

■ 第１期の集団接種は，３回目接種と同様に，３会場（気仙沼市総合体育館「ケー・ウエー

ブ」，気仙沼市唐桑保健福祉センター「燦さん館」，気仙沼市本吉保健福祉センター「いこ

い」）で行います。日程は別紙２のとおり，１回目接種は３月 15 日（火）から４月２日（土）

まで，約 500 人分を受付し，２回目接種日はその３週間後に実施します（最終日は４月 23

日（土）を予定）。 

 

■ 予約受付は，３月 10 日（木）正午に開始します。受付窓口は，インターネット，コール

センターです。予約が埋まり次第，受付は終了いたします。 

 

■ 第２期については，４月以降の配送されるワクチンを踏まえ，改めて，市ホームページ，

地元紙面等を通じてお知らせしますので，お待ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

新型コロナウイルスワクチン接種についてお知らせ（小児接種の第２報） 

～ 小児接種の日程をお知らせします ～ 

記者会見資料 
令和４年３月８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(幸)，菅野（内 450） 



※このお知らせは，令和３年度中に５歳から１１歳の年齢に達するお子様がいる保護者の皆様へお送り
しています。 （平成２２年４月２日から平成２９年４月１日生まれまで）

３頁

④次に氏名・連絡先を入力する画面へ。
・お名前（カタカナ）・電話番号・メールアドレス
（任意）を入力して「入力内容を確認する」

⑤その後に、入力内容を確認する画面に進み、

入力内容に間違いがなければ「予約を進める」

②予約専用サイトの
トップ画面

①予約専用サイト
https://jump.mrso.jp/
042056/

③画面を下に進み
・接種券番号（10桁）
・性別・生年月日
を入力して「認証」

⑦各会場のカレンダー
で予約可能な日
（●・▲印）を選択

⑧希望時間を選択

⑨予約内容を確認し、
「予約する」で確定

⑩この画面が出たら、
予約完了

※予約後は、マイページ
から確認できます。

②

①

③

④ ⑤

⑥

⑧
⑦

⑨ ⑩

※

※会場選択の際には，
「5~11歳の方向け」
と書いてある会場を
ご選択ください。

⑥次に、予約画面へ。
希望する接種会場を
選び「詳細・予約」 ５歳から１１歳のお子様に向けた

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

令和４年３月 気仙沼市
（作成日：令和４年２月２１日）

同封物
・ 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時接種）台紙 １枚
・ 新型コロナワクチン接種の予診票（１回目） １枚
・ 新型コロナワクチン接種の予診票（２回目） １枚
・ 新型コロナワクチン予防接種についての説明書（小児（５～１１歳）接種用） １枚
・ （厚生労働省）新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

保護者の皆様へ

国の制度改正により，５歳から１１歳のお子様（以下「小児」）もワクチン接種ができるようになり
ました。

小児のワクチン接種には，主に以下の特徴があります。
◎ 対象年齢 満５歳から１１歳まで

※１２歳に年齢が上がると，小児のワクチン接種の対象者から外れ，
１２歳以上のワクチン接種の対象者になります。

◎ ワクチンは「小児用ファイザー社製ワクチン」を使用します。
※１２歳以上のワクチン接種で使用しているワクチンとは異なります。

１２歳以上の方はこのワクチンで接種することはできません。

◎ ワクチン接種は，３週間の間隔を空けて，２回の接種を行います。
※５歳のお子様は，１回目接種を５歳の誕生日の前日から
１１歳のお子様は， １２歳の誕生日の前々日まで

接種することができます。
※他ワクチン（麻疹・風疹，日本脳炎など）の接種とは，

前後２週間以上間隔を空ける必要があります。

◎ 接種当日には，保護者の同意と立ち合いのほか，母子健康手帳をご持参いただく必要があります。

小児（５歳以上１１歳以下）のワクチン接種について

このお知らせのほか，同封の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書（小児（５～１１歳）
接種用）」や，「（厚生労働省）新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」などをご参考に，
ワクチンの効果や安全性などを踏まえ，お子様と一緒にご検討ください。

ワクチンを接種するかどうか

新型コロナウイルスワクチンに関する問合せ窓口
気仙沼市コールセンター ☎０１２０－０７０－８２５

午前９時～午後５時（土日祝日対応）
１頁

インターネット予約の流れ（スマートフォンで手続きした場合）

小児科の医師や，普段から小児用のワクチン接種を行っている医師等を中心とした接種体制で，
小児のワクチン接種は集団接種により行います。（現時点で個別接種の予定はありません。）
集団接種の詳細については，２頁をご覧ください。

本市における小児のワクチン接種体制について

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省
ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

現在，１１歳の
お子様が接種する
際には，注意が
必要です。
詳しくは２頁を
ご覧ください。

別紙１



ワクチン接種は１・２回目ともに同じワクチンを使用します。現在，１１歳のお子様の場合，
１回目接種日が誕生日の前々日であるかどうかにより，使用するワクチンが異なります。
以下の２つの注意点をご参照ください。

予約専用サイト

２頁

考えられる３つのケース 接種できるワクチン
１・２回目ともに１１歳で接種する場合 小児用ファイザー社製ワクチン
１・２回目ともに１２歳で接種する場合 １２歳以上のファイザー社製ワクチン

１回目は１１歳で，２回目は１２歳で接種する場合 小児用ファイザー社製ワクチン

誕生日の前々日までに１回目接種行う場合
⇒ ５から１１歳のワクチン接種の対象者

誕生日の前日以降に１回目接種を行う場合
⇒ １２歳以上のワクチン接種の対象者

第１期の小児のワクチン接種を次のとおり実施します。
＜第１期概要＞

◎ 予約受付開始日時 令和４年３月１０日（木）正午
◎ 予約受付枠 約５００人分（予約が埋まり次第受付は終了します）
◎ 接種時期 １回目接種 令和４年３月中旬から４月上旬にかけて

２回目接種 〃 ４月上旬から４月下旬 〃

※日程は本お知らせ作成時点（令和４年２月２１日現在）において調整中です。
正式な日時・場所は，令和４年３月８日（火）に市ホームページ，地元紙面等にて
お知らせします。別途ご案内をお送りしませんのでご注意願います。

※市公式LINE に登録すれば，市のお知らせがすぐに分かり便利です。詳しくは▶

集団接種について

現在，同時並行している１８歳以上の３回目接種と同じ会場になりますが，３回目接種とは別日程で
行う予定です。
◎ 気仙沼市総合体育館「ケー・ウエーブ」 （気仙沼市赤岩牧沢44-180）
◎ 気仙沼市唐桑保健福祉センター「燦さん館」（気仙沼市唐桑町石浜282-3）
◎ 気仙沼市本吉保健福祉センター「いこい」 （気仙沼市本吉町津谷新明戸136）

集団接種会場

◎ 持ち物
①予防接種済証台紙，②予診票，③母子健康手帳，
④お薬手帳（お持ちの方のみ），
⑤上履き（燦さん館で接種する方のみ）

◎ 保護者の方は必ずご同伴ください。
※保護者とは親権者や現に監護している方等を指します。

◎ 当日受付開始時間は，接種開始時間の３０分前からです。
時間を守って会場へお越しください。

◎ 接種会場には着替えスペースがありません。
「肩を出しやすい服装」でお越しいただくとともに，
寒さに備え，暖かい上着やひざ掛けなどをご用意のうえ，
ご来場ください。

◎ 朝食・昼食はきちんととり，体調を整えてください。
また，接種後は激しい運動を控えてください。

接種当日について 予診票の取扱いにはご注意ください

予診票は１回目用と２回目用
の２種類を同封しています。

「新型コロナコロナワク
チン接種希望書欄」は，
お子様のお名前ではなく，
保護者の方のお名前を
自署してください。

現在１１歳のお子様にご注意いただきたいこと

＜注意点２＞ コロナワクチン接種においては，年齢は誕生日の前日に１つ上がるとみなします。

誕生日の前々日までに小児のワクチンを接種できないお子様が生じる可能性がありますので，
ワクチン接種の機会が損なわれないよう，５月以降，１２歳以上の集団接種の機会をご用意します。

◎ インターネット予約（２４時間対応）
予約専用サイト「mrso」 https://jump.mrso.jp/042056/

◎ コールセンター予約（午前９時～午後５時（土日祝日対応））
気仙沼市コールセンター ０１２０－０７０－８２５
※予約には，接種券番号（10桁），生年月日，日中連絡が繋がる電話番号の情報が必要です。
（インターネット予約の方法は３頁をご参照ください。）

予約受付窓口

＜注意点１＞ 使用するワクチンは１回目接種の時に１１歳であるかどうかで決まります。

その他
◎ 住所地外接種届

・ 本市に住所を有するお子様が，市外の医療機関などで接種を希望する場合は，当該施設がある
自治体へお問合せください。

・ 市外に住所を有するお子様が，本市で接種を希望する場合は，事前に，住所地外接種届が
必要となります。住所地の自治体から届く接種券をお持ちのうえ，市民健康管理センター
「すこやか」窓口までお越しください。

◎ 転出入される方へ
・ 接種の際に用いる接種券は，住所地の自治体が発行したものでなければなりません。
転出入等により，お子様の住所地とお手持ちの接種券の発行元自治体が異なる場合には，
住所地の自治体へお問合せください。

※第２期は４月以降に配送されるワクチンを用いて実施します。（国からは希望する方全員が接種
できるだけのワクチンが配送されます。）

 小児接種のスケジュール

下旬

令和４年３月 ４月 ５月 ６月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬

第１期受付：約５００人

３月中
国からの配送：約１０００回

４月以降
国からの配送：未定

１回目接種
第１期受付

２回目接種

第２期受付

第２期受付

２回目接種

１回目接種

３週間後

３週間後

https://jump.mrso.jp/042056/


別紙２ 

５歳から１１歳のお子様に向けた集団接種の第１期日程について 
 
１ 第１期日程 

＜気仙沼市総合体育館「ケー・ウエーブ」＞ 

１回目接種日 ２回目接種日 
接種時間 

（当日受付開始時間） 

４月 ２日（土） ４月２３日（土） 
１３：００～１４：３０ 

（１２：３０～１４：００） 
＜気仙沼市唐桑保健福祉センター「燦さん館」＞ 

１回目接種日 ２回目接種日 
接種時間 

（当日受付開始時間） 
３月１６日（水） ４月 ６日（水） １４：３０～１６：３０ 

（１４：００～１６：００） ３月２４日（木） ４月１４日（木） 
＜気仙沼市本吉保健福祉センター「いこい」＞ 

１回目接種日 ２回目接種日 
接種時間 

（当日受付開始時間） 
３月１５日（火） ４月 ５日（火） １３：００～１４：３０ 

（１２：３０～１４：００） 
１５：００～１６：３０ 

（１４：３０～１６：００） 

３月１６日（水） ４月 ６日（水） 
３月２２日（火） ４月１２日（火） 
３月２３日（水） ４月１３日（水） 

 
２ 予約受付 

(１)予約受付開始日時 令和４年３月１０日（木）正午 
(２)予約受付窓口 

① インターネット予約（２４時間対応） 
予約専用サイト「mrso」 https://jump.mrso.jp/042056/ 

② コールセンター予約（午前９時～午後５時（土日祝日も対応）） 
気仙沼コールセンター ０１２０－０７０－８２５ 

※予約には，接種券番号（１０桁），生年月日，日中連絡が繋がる電話番号が 
必要です。 

 
３ その他注意事項 

(１)これから５歳になるお子様と現在１１歳のお子様は，予約の際に注意が必要です。 
① ５歳のお子様は，１回目接種を５歳の誕生日の前日から 
② １１歳のお子様は，１回目接種を１２歳の誕生日の前々日まで 

接種することができます。 
(２)その他，接種券に同封のお知らせをよく読んでご予約ください。 

https://jump.mrso.jp/042056/
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