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50歳以上

40歳以上

39歳以下

（昭和47年4月1日以前に生まれた人）

（昭和57年4月1日以前に生まれた人）

（昭和57年4月2日以降に生まれた人）

年   齢 予約受付開始日
8月11日水から

8月13日金から

8月16日月から

12～59歳の集団接種が始まります

● 予約の集中を緩和するために、予約受付は、年齢区分ごとに順次開始します

年齢別に予約受付開始日が異なります

基礎疾患のある人などは、かかりつけ医に接種の可否を相談してください

電話予約

0120‐708‐567
名張市 集団接種予約センター

午前 9時～午後 7時 
( 土・日曜日、祝日は午後 5時まで )

名前、生年月日、接種券に記載の　　　　　  
「券番号」（10 ケタ）、予約を希望する会場・
接種日・時間帯（午前・午後）をお伝えください。

インターネット予約

市ホームページから予約サイトに
ログインして予約してください

 ◎予約サイトでは、ログイン IDは接種券に記載
の「券番号」（10ケタ）、パスワードは生年月
日（西暦で 8ケタ〔例〕1980年 4月 1日生
➡「19800401」）を入力してください。

▶時間指定はできません。午前・午後の希望をお
伝えください。
▶接種は 2回行います。予約時に 2回目も同時予
約となり、原則、1回目と同会場で 3週間後の
同時間帯に接種を受けてください。
▶ワクチン接種は 12歳以上が対象です。12歳の
誕生日前日より前に接種できません（例：平成
21年9月6日生の人は9月5日のみ接種可能）。

▶ 12 ～ 15 歳の人は、保護者の同伴が必要です。
また、予診票に保護者の署名が必要です。
▶ 12 ～ 18 歳（平成 15年 4月 2日～平成 21年
9月 6日生）の人は、名張市立病院の土・日曜
日のみ予約を受け付けます。これは、24 時間
365 日の小児二次救急医療を実施している市立
病院において副反応などに対応できるようにす
るためで、他会場の予約はできません。

旧桔梗が丘
中学校

（桔梗が丘1-5-13）

会 場 接種日(1回目） 時間帯

午後2時～5時

　名張市立病院
（百合が丘
　　西1-178）

木曜日イオン名張店
リバーナ
3階 特設会場
（元町376）

月曜日
　
金曜日

～
8月 26日、9月 2日・9日、10月 7日・14日・21日

午後2時
～3時30分

午後2時～5時

※2回目は3週間後

8月 28日、9月 4日・11日、10月 9日・16日・23日

8月 29日、9月 5日・12日、10月 10日・17日・24日
午前9時～正午
午後1時～5時

8月 28日、9月 4日・11日、10月 9日・16日・23日

8月 29日、9月 5日・12日、10月 10日・17日・24日

8月 23日・24日・25日・26日・27日・31日
9月 1日・3日・6日・7日・8日・9日・10日
10月 4日・5日・6日・7日・8日・11日・12日・
      14日・15日・18日・19日・20日・21日・22日

日曜日

午前9時～正午
午後1時～5時

12～18歳のみ
土・日曜日

8月 21日・22日・28日・29日
9月 4日・5日

午前9時～正午
午後1時～4時

土曜日

日曜日

土曜日

寺田病院
（夏見3260-1）

実施主体
名張市・名賀医師会

実施主体
名張市・名賀医師会

実施主体
医療法人    寺田病院

実施主体
名張市立病院

月曜日
　
水曜日

～

金曜日

8月 16日・17日・18日・20日・23日・24日・25日
・27日・31日、9月 1日・27日・28日・29日
10月 1日・4日・5日・6日・8日・11日・12日・15日

午後2時～4時
・

◎ 1 回の電話受付で 2 人分まで予約できます（申
込受付を開始している年齢区分の人に限る）。
2人分の接種券をご用意ください。
◎耳が不自由な人は、障害福祉室へ FAX（63‐
4629）で、名前・生年月日・接種券に記載の「券
番号」・FAX番号・接種希望の旨をお伝えください。

接種券を用意する　（予約の際に、接種券に記載の「券番号」が必要です）

 https://www.city.nabari.lg.jp

〔 電話が集中し、つながりにくい場合があります 〕

接種券
券　種　　２　　ワクチン接種　 　1 　 回目

請求先　　三重県名張市　 　　　　123456
券番号　　　　　　1234567890

氏　名　　名張 太郎

券番号

1

予約開始日を確認する２

予約する  （8/11以降 年齢別に順次受付）３

▶各日とも、   午前9時から  予約受付を開始します。
※本人の家族などからも予約いただけます。

▶ワクチンは、希望する全ての人が接種できます。

市役所窓口では予約できません　　　希望者は必ず接種できます

英語・中国語・ポルトガル語 対応

予約
専用

フリーダイヤル

新型コロナワクチンに
関する重要なお知らせ

予約手順

p

56

　　　　

←接種券←接

　市では、12～ 59歳の人を対象に、8月 11日から年齢別に順次、新型コロナワクチン接種予約を開始します。国からのワクチン供給量が減少して
いるため、集団接種会場に限定して接種を実施します（ファイザー社製ワクチン）。なお、12～ 15歳の人の接種券は、8月 11日に市から郵送します。

8/11から年齢別に順次予約開始 接種は集団接種会場で 12～15歳の人へ接種券を8/11に郵送

● 接種券（2回分）、予診票（2枚）、接種の注意事項などを、市から発送します
　▶ 16～ 59歳の人　（昭和 37年 4月 2日～平成 18年 4月 1日生）…7月 12日に発送済
　▶ 12～ 15歳の人　（平成 18年 4月 2日～平成 21年 9月 6日生※）…8月 11日に発送予定
　※平成 21年 9月 7日以降に誕生日を迎える人の接種券は、接種会場・日程などの案内と共に後日送付します。

まずは接種券を用意！

◎かかりつけ医が市外の医療機関
で、そのかかりつけ医による個
別接種を希望する場合は、各医
療機関にご相談ください。

▶▶▶ 会場での接種の流れ、相談窓口、12～18歳の人に対する接種、接種証明書については、裏面をご確認ください

24 時間対応（予約開始日は午前 9時から ）



Q 接種後も感染する？

ワクチン接種による発症予防効果は 100％
ではありません。また、ワクチンを接種して
も免疫がつくまでに 1～ 2週間程度かかり、
ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感
染する場合があります。
そのため、ワクチン接種後も、マスクの着
用や「3密」の回避など、継続して感染予防
に取り組んでください。

A 感染することがあります

2021 年（令和 3年）8月 10日号　別紙

接種は２回行います。原則１回目と同じ接種会場で、１回目の接種から３週間の間隔で２回目の接種を受けていただきます接種の流れ
▶お越しいただく時間・会場は、予約後に送付する「予約確認通知書（はがき）」をご確認ください。
▶「予約確認通知書（はがき）」は、接種日の 5～ 6日前に発送します。

〔 会場での接種の流れ 〕

  【市のワクチン接種について ※接種予約はできません 】
　市新型コロナウイルスワクチン相談コールセンター
　　  63‐7306 午前 9時～午後 5時（平日のみ）
  【 接種の一般的な問合せ・相談など 】

　みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン
     059‐224‐2825 午前 9時～午後 9時
  【 ワクチン施策などについて】　
　厚生労働省 新型コロナワクチン コールセンター
　 0120‐761770    午前 9時～午後 9時
  【International Residents】　

   みえ外
がいこくじん

国人コロナワクチン相
そ う だ ん

談ダイアル
　  080‐3123‐9173 午前 9時～午後 5時

接種を円滑に進めるため、予診票
は、事前に自宅でご記入ください

肩を出しやすい服装でお
越しください（半袖など）

体調確認のため、15～ 30
分程度待機してください

２
問診

３
接種種

４
待機

旧桔 が丘中学校会場の周辺道路は一方通行です

〔三交バス・桔梗が丘駅発「一番町」下車〕

桔梗が丘駅

桔梗が丘
幼稚園

旧桔梗が丘
中学校

P 一方通行

校
学
中
北

会場周辺　　　　　は一方通行とな
っていますので、ご注意ください。

舎
校

郵便局

公園

バス停

接種無料　／　待機も含め 1時間程度必要　／　接種のワクチンは、ファイザー社製

接
種
後
も
感
染
予
防
を
！

▶駐車場（運動場）か
ら会場となる校舎ま
では、階段とスロー
プがあります。また、
介助が必要な場合、
校舎前まで、車で送
迎いただけます。

1
受付

検温・手指消毒、
本人確認をします

▶介助が必要な場合、家族など
が付き添ってください。
▶発熱など体調が悪いときは、
接種を控え、集団接種予約セ
ンターにキャンセルの連絡を
してください。

相談窓口

（休日も受付）

（休日も受付）

〔持ち物〕
・接種券
・予診票（事前にご記入を）
・ 本人確認書類（運転免許証、
健康保険証、マイナンバー
カードいずれか1点 ほか）

・予約確認通知書（はがき）

指定日時に集団接種会場へ

◎海外渡航の予定があり、名張市発行の接種券を利用して新型コロナワクチンの接種を受けた人を対象に、接種証明書（ワクチンパスポート）を
発行します。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、市新型コロナワクチン相談コールセンターへお問い合わせください。

旧桔梗が丘中学校におけるワクチン接種の受付の流れを
動画でご紹介しています。【名張市公式広報チャンネル】

（土
どよ う

曜・祝
しゅくじつ

日除
のぞ

く）Mon～ Fri、Sun（Excluding holidays）

Q 一番多い副反応は何？

A 接種部位の痛みです
ファイザー社製ワクチンで、一番多い副反
応は接種部位の痛みで、接種直後よりも翌日
に痛みを感じている人が多く、倦

けんたい

怠感、頭痛、
悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱などが起こるこ
とがあります。接種後すぐに現れる可能性の
ある症状としてアナフィラキシーや血管迷走
神経反射などがあります。また、ごくまれに、
軽症の心筋炎、心膜炎の発症例があります。
接種後、数日以内に胸痛、動

ど う き

悸、息切れなど
の症状があれば、すぐに医療機関を受診し、
ワクチンを接種したことをお伝えください。

Q 必ず接種するべき？

予防接種による発症予防の効果と副反応
のリスクの双方について理解いただいた上
で、自らの意思で接種を受けてください。
なお、ワクチンを早く接種した人やワクチ
ンを接種できない理由がある人などさまざ
まな人がいます。ワクチン接種を受けてい
る、受けていないといった理由による差別
や偏見、誹

ひ ぼ う

謗中傷は許されません。

A 強制ではありません

新型コロナワクチン接種 Q A＆＆

12～18歳の人に対する接種について
　市では、国や三重県の通知を踏まえ、児童・
生徒などの接種の際の安全を確保する観点か
ら、市立病院でワクチン接種を実施します。
　新型コロナワクチン接種の効果や副反応な
どについて、本人と保護者が相談し、十分理
解いただいた上で、希望する場合には、接種
することができます。

　効　果
▶ 16 歳以上の約 4万人を対象とした海外の研究では、
95％の発症予防効果が報告されています。

▶海外の研究結果から、感染予防の効果が認められてい
ます。

▶重篤な基礎疾患のある小児への接種により、新型コロ
ナ感染症の重症化を予防できると認められています。

副反応など
▶接種後の痛みや発熱・倦

けんたい

怠感などが、高齢者に比べ
て年齢の若い人に、より多く発現しています。

▶接種時の緊張などからくる、年齢特有の接種直後の
反応に留意する必要があります。

▶接種後、数日以降の副反応（心筋炎・心膜炎など）に
留意する必要があります。


