
 

 

 

 

 
 

 
【小児接種の第３期受付について】 

■ 新型コロナウイルスワクチンの小児接種（満５歳から 11 歳までの方に対する１・２回目
接種）については，今年３～６月にかけて第１・２期受付を実施し，約 50％の方が１・２
回目接種を済ませた状況にあります。 
 今般，その続きとなる第３期受付を９～10 月にかけて実施します。 

■ 第３期受付の予約は，８月 29日（月）正午より開始します。予約枠は約 400人分で， 
１回目接種日は９月３・10 日（土）午後１時から２時半まで，２回目接種日はその３週間
後（９月 24 日・10 月１日）となります。接種会場は旧気仙沼西高等学校で行います。 

■ また，今回の予約の対象は，第２期受付後に満５歳に到達した方を含めるとともに，未接
種のまま満 12 歳に到達した方を除き，次のとおりとなります。 
① これから１回目接種を行う平成 22 年９月 12 日から平成 29 年９月 11 日生まれまでの 
 お子様 
② これまでに小児用ファイザー社製ワクチンで１回目接種を済ませ，まだ２回目接種 
 を行っていない平成 22 年４月２日から平成 29 年９月 11 日生まれまでのお子様 
以上のとおり，これまでの小児接種の機会に何らかの事情で２回目接種を見送った方も，今
回の機会をご利用いただけます。詳しくは，別紙１をご参照ください。 

■ 小児接種については，開始当初の感染状況，ワクチンの有効性・安全性に関する科学的知
見等を理由に，行政により接種勧奨の努力義務の適用がありませんでしたが，その後のオミ
クロン株流行下における科学的知見を踏まえ，国において，９月上旬より同努力義務が適用
される予定です。 
 別紙２などの資料をご参考に，ワクチン接種に当たっては，積極的にご検討ください。 

 
【４回目接種の予約状況等について】 

■ 新型コロナウイルスワクチンの４回目接種について，昨日より，第３・４グループの予約
を開始しました。 
 昨日午後３時点における予約状況については，第３・４グループの方が約 1,050 人（予約
率：42.0％，対象者数：約 2,500 人），第１グループからの合計で約 18,850 人（予約率：
82.3％，対象者数：約 22,900 人）となっています。 

■ 第４グループに属する 60 歳以上の方に対しては，今週中に接種券を送付いたします。ま
た，18～59 歳の方に対しては，基礎疾患や医療・施設従事者などを確認する書類を送付い
たしますので，４回目接種をご希望の方はご確認ください。 

■ また，国において「オミクロン株対応ワクチン」の接種について，現在検討が進められて
いるところであり，その概要については，９月中にお知らせできる見込みです。国からの情
報が入り次第，お知らせいたしますので，それまでお待ちください。 
 

 

 

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３期受付を実施します（小児接種の第７報） 

４回目接種の予約状況等について（４回目接種の第４報） ～ 
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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（第３弾）

令和４年８月 気仙沼市
（作成日：令和４年８月１９日）

保護者の皆様へ

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。

◎ 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。

◎ 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，母子健康手帳を必ず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

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。

※このお知らせは，今年度中に満５歳の年齢に達するお子様のうち，集団接種を申込できるお子様が
いる保護者の皆様へお送りしています。（平成２９年５月３０日から９月１１日生まれまで）

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

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。

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

集団接種について

◎ 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）

◎ 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。
接種開始時間までには，お済ませください。

◎ 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。

予約専用サイト

◎ 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

◎ １２歳のお子様について

・ これから１～３回目接種をご希望の場合は，個別接種対応医療機関へお問合せください。
医療機関名は気仙沼市コールセンターでご紹介しています。

◎ 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
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３期の小児のワクチン接種を次のとおり実施します（第４期の実施については未定です）。

◎ 予約受付開始日時 令和４年８月２９日（月）正午

◎ 予約受付枠 約４００人（予約が埋まり次第受付は終了します）

◎ 予約対象

① これから１回目接種を行う平成２２年９月１２日から平成２９年９月１１日生
まれまでのお子様
※９月１０日にご予約ができるのは，満５歳を迎える誕生日の前日（平成２９年９月１１日生まれ）のお子様か
ら，満１２歳を迎える誕生日の前々日（平成２２年９月１２日生まれ）のお子様までとなります。

詳しくは，右側の使用するワクチンと誕生日の関係をご確認ください。

② これまでに小児用ファイザー社製ワクチンで１回目接種を済ませ，まだ２回目
接種を行っていない平成２２年４月２日から平成２９年９月１１日生まれまでの
お子様
※これまでの小児接種の機会に何らかの事情で２回目接種を見送った方も，今回の機会をご利用可能です。
なお，１回目接種時は１１歳であったものの，既に１２歳に到達しているお子様も対象に含まれます。
詳しくは，右側の使用するワクチンと誕生日の関係をご確認ください。

（集団接種会場）旧気仙沼西高等学校（所在地：気仙沼市赤岩牧沢155ｰ1）

１回目接種日 ２回目接種日
接種開始時間

（当日受付開始時間）
使用ワクチン

９月 ３日（土） ９月２４日（土） １３：００ １３：３０ １４：００
（１２：３０ １３：００ １３：３０）

小児用
ファイザー９月１０日（土） １０月１日（土）

※旧気仙沼西高等学校のアクセスマップ

◎ 「旧気仙沼西高等学校」には臨時駐車場が
３箇所あります。

◎ 会場まではシャトルバスを運行しますので，
ご利用ください。

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