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新型コロナウイルスワクチン接種

３回目接種（追加接種）が始まります
新型コロナワクチンを２回接種した場合であっても、時間の経過とともにワクチンの効果が低下するとされてい
るため、国の方針として、３回目接種を行うことが示されました。富士市においても、これに基づき接種体制を
構築していきます。

富士市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
コ ロ ナ

フ リーダ イヤル

0 12 0-5 6 7 -970 （9 時〜 17 時）

▶年末年始（1 月 5 日まで）
、１ 月 ９日・10 日・23 日は休みです。
▶電話をする際は必ず番号を確認し、お間違いのないようご注意ください。
▶ IP 電話など、フリーダイヤルを利用できない場合は、☎ 0545-64-9001 へお電話ください。

高齢者の３回目用接種券を１月下旬から順次発送します
３回目用の接種券は、
緑色の封筒で届きます▶

接種券に同封される案内をご確認ください
１・２ 回目接種と同じように、市が会場を設置す
る集団接種と、市内の医療機関による個別接種を行い

３回目接種の期間

ます。使用するワクチンと接種場所については、裏面
３回目接種ができ

をご覧ください。

るようになる日

予約方法や接種できる医療機関など、詳しくは、接
種券に同封される案内をご確認ください。

接種対象者
回数／接種費用

１回／無料

接種券

接種券は、1・ 2 回目のシール式から、
予診票に接種券を印字した接種券一体型
予診票に変更しています

接種枠に応じて ３ 回目用の接種券を １ 月下旬から 発
送します。

02 回目接種の終了した日から原則 8 か
月後の同日より接種可能
★詳しくは下表をご覧ください。
富士市に住民票がある 18 歳以上で、新
型コロナワクチンの ２ 回目接種を終了
した人

予約ができるのは、接種券が届いた人です
2 回目接種終了日が早い人から順に、確保できた

令和 3 年 12 月 1 日から令和 4 年 9 月
30 日まで

接種券到着後、予約できるようになります。

高齢者の接種開始は、令和 ４ 年 ２ 月からです
接種できるようになるのは原則８か月以降ですが、
右表のとおり、医療従事者や 65 歳以上の高齢者など
は、８ か月を待たずに接種できるようになります。この
うち、高齢者の接種開始は令和４年２月からです。
なお、医療従事者等の接種については、12 月から
開始しています。
注１ 現在の国の方針では、２ 回目接種終了日から ７
か月以降に 3 回目の接種ができるのは、令和４
年 ２ 月以降です。

！

3 回目接種条件

対象者

接種開始時期

２回目接種日から
6 か月以降

医療従事者、高齢者施設等の入所
者・従事者、 通所サービス事業所
の利用者・従事者、入院患者

令和 ３年
12 月〜

２回目接種日から
７ か月以降

65 歳以上の高齢者（注１）

２回目接種日から
８ か月以降

上記以外で ２ 回目接種を終了した
人
（18歳以上。基礎疾患がある人も含む）

本チラシの情報は国の方針等により、変更になる可能性があり
ますので、最新の情報は市ウェブサイトをご覧ください。

裏面もご覧ください

令和 4 年
２ 月〜
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予約を取りやすくするために

ワクチンの種類と接種場所は？
富士市では、1・2 回目は職域接種を除きファイザー社の

予約を取りやすくするよう、1・2 回目と同様に３つの

ワクチンを使用していましたが、３ 回目接種では以下のよう

予約方法のほか、はがきによる集団接種会場の予約申込み

に静岡県から ワクチン分配量が示されているため、 交互

や、市職員による予約サポートを計画しています。

接種（ １・２ 回目はファイザー社、3 回目は武田／モデル
ナ社）
も準備しています。主に、医療機関での個別接種はファ

３つの予約方法

イザー社、公共施設での集団接種では武田／モデルナ社の

❶ ウェブサイト ❷ LINE ❸ 電話（コールセンター）

ワクチン使用を予定しています。
2・3 月分の富士市へのワクチン分配量
総

量

約 69,000 回分

ファイザー社

武田 / モデルナ社

約 37,000 回分

約 32,000 回分

予約方法の改善に向けた取組
・はがきによる申込み（公共施設での集団接種会場専用）
▶75歳以上の高齢者が対象です
▶接種券に同封される「はがき」を使用します

主に使用するワクチン
ファイザー社

３ 回目の接種場所

医療機関（個別接種）
★病院や市内の開業医など

ワクチン

公共施設（集団接種）
武田 / モデルナ社
ワクチン

★フィランセ
★ロゼシアター
★ふじさんエコトピア
★ふじさんめっせ（３ 月に開設予定）

▶ワクチンの種類は武田／モデルナ社です
※「はがき」では医療機関での個別接種への申込みはで
きませんのでご注意ください。
・予約サポートによる申込み
▶インターネット予約や、電話予約が苦手な人を対象に
市職員が対面で予約をお取りします
▶空き状況によっては、希望する日時を予約できない場
合があります
▶２月以降当面の間、市役所や各地区まちづくりセンター

Q
A

1・2 回目接種とは異なるワクチンを使用して
も大丈夫でしょうか。
３回目接種において、１・２ 回目のワクチン

で実施する予定です
・コールセンターの電話回線増設
▶２月から電話回線を15回線から24回線に増設します

と異なるワクチンを使用することに関する米国

の研究によれば、同じワクチンを使用した場合とほ
とんど同様の効果があり、副反応に関しては、１・

接種券の発送スケジュールや予約方法

２回目接種と同程度であることが報告されていま

など詳しくは、１月に市ウェブサイト

す。

やチラシ（新聞折込・公共施設での配
布等）などでお知らせします

!

NEW!

接種証明書（電子版）

令和３年12月20日からマイナンバーカードで、日本国
内用と海外用の新型コロナワクチンの接種証明書の電子版
が取得できるようになりました。
スマートフォンに専用アプリをダウンロードし、新型コ
ロナワクチンの接種証明書（電子版）を申請・取得する
と、スマートフォン上に表示できるようになります。
※この手続は、マイナンバーカードを読み取ることができ
るスマートフォンに限ります。
取得した接種証明書は、専用アプリを起動すればいつで
も表示できます。専用アプリ

接種は強制ではありません
ワクチンの接種は強制ではありません。予防接種による
感染症予防の効果と副反応のリスク双方について理解した
上で、本人の同意のもと接種を行います。また、接種によ
って、感染を100パーセント予防できるものではありませ
ん。接種後も引き続き、感染予防対策（マスクの着用、
手洗い、３密の回避など）を行ってください。

副反応が起こることがあります
接種後は、注射した部分の痛みや腫れ、疲労、頭痛、筋

や申請方法など詳しくは、
市ウェブサイトをご覧く
ださい。

ワクチン接種についての注意事項

書

証明

接種

肉や関節の痛み、悪寒、発熱等の副反応が起こることがあ
ります。静岡県が「副反応相談窓口」を設置しています。
静岡県副反応相談窓口

詳しくは︎
こちら▶︎

本チラシの情報は変更になる可能性がありますので、
最新の情報は市ウェブサイトをご覧ください。

☎︎050-5445-2369

９時～22時（土・日曜日、祝休日も可）

富士市

ワクチン
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