
新型コロナウイルスワクチン

追加（３回目）接種のお知らせ

※入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは原則、住民票のある市町村（住所地）で受けます。住所地以外でのワクチン接種については、以下

をご覧ください。

接種費用

（全額公費）

・このお知らせが入っていた封筒の中身一式・健康保険証 ・お薬手帳

接種券が届く

木曽岬町

ワクチン接種までの流れ

令和３年９月１９日から１０月２３日に２回目接種が完了した１８歳以上の方へ送付しています。

1

予約する2

ワクチン接種を受ける3 無料

※封筒には、「接種券が印字された予診票」と「予防接種済証」が同封されています。紛失しないよう大切に保管ください。

※接種前にご自宅等で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、月曜日から金曜日はコールセンター

（0120-737567 9時～18時）へ、土曜日・日曜日・祝日は接種医療機関にご連絡ください。

※ワクチン接種の際に速やかに肩を出せる服装でお越しいただくよう、ご配慮の程お願いいたします。

※予診票は事前にボールペンでご記入ください。

※接種を受けるには予約が必要です。予約時間に遅れた場合接種ができないことがありますので、必ず時間までに会場にお越しください。

当日の持ち物

☎0120-737567 （9：00～18：00）
月曜日～金曜日コールセンター

（フリーダイヤル）

●予約の場合、コールセンターにつながった後自動音声が流れだしたら「３」を押してください。オペレーターにつながります。

ＷＥＢ予約サイト https://vaccines.sciseed.jp/town-kisosaki 

ＷＥＢ予約サイトＱＲコードはこちらです→

予約受付開始日：４月１２日（火）

2022年４月７日

◎住民票がある場所（住所地）以外での接種について

・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方➡医療機関や施設でご相談ください。

・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方➡医療機関でご相談ください。

・お住まいが住所地と異なる方➡実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。実際にお住いの市町村ホームページでご確認いただ

くか、相談窓口にお問い合わせください。

伊藤医院
接種場所：木曽岬町保健センター 伊勢湾岸クリニック

４月２７日（水）
ファイザー社ワクチン １７：４０～１８：２０

４月２８日（木）
モデルナ社ワクチン １７：４０～１８：２０

（接 種 日 程）

４月２３日（土）
ファイザー社ワクチン １６：００～１８：００

４月２３日（土）
モデルナ社ワクチン １８：３０～１９：００

●その他、ワクチン接種に関する質問や相談の窓口
新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口

ＴＥＬ ０５９－２２４－３３２６ ２４時間対応（土日祝含む）

国のコールセンター ： 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

ＴＥＬ ０１２０－７６１－７７０ 受付時間：９：００～２１：００（土日祝含む）

https://vaccines.sciseed.jp/town-kisosaki


発行元：木曽岬町役場 福祉健康課

Kisosaki Town

Notice on Third COVID-19 vaccination

※In principle, vaccines are received in municipalities (address areas) with resident's certificates, 

except those who are in hospital or in the hospital.

For vaccinations outside the address, please refer to the following .

Vaccination ticket arrives
Flow until vaccination

Sent to people 18 years of age or older who completed the second vaccination 
from September 19 to October 23, 2021.

1

Make a reservation2

☎0120-737567 （9：00～18：00）
Monday～ＦｒｉｄａｙCall center

（Toll-free number）

●For reservation,press“３” when atomatic voice plays after connecting to the call center.I’ll connect you to the operator.

Ｗweb Reservation site https://vaccines.sciseed.jp/town-kisosaki 

Here is the QR code for the web reservation site→

Reservation Start Date：１２ April（Tue）

◎About the inoculation except the place (address) with the resident's card
・The person who receives vaccine in a medical institution and facilities during hospitalization➡ Please talk in a medical institution and facilities.
・The person who receives vaccine with a medical institution treated with an underlying disease.➡Please taik in a medical institution.
・Those whose residence is different from the address ➡ Please check the website of the municipality where you actually live or contact the 
consultation desk.

Inocula t ion cost

（The government pays）Be vaccinated3 Free

ITO CLINIC
PLACE:KISOSAKI-TOWN HEALTH CENTER PLACE：ISE WANGAN CLINIC

２７ April （Wed）
Pfizer vaccine １７：４０～１８：２０

２８ April （Thu）
Modelna vaccine １７：４０～１８：２０

（SCHEDULE）

※If you have a fever or are not feeling well, please refrain from vaccination. If you wish to cancel, please call the call cen ter from 

Monday to Friday（0120-737567 9:00～18:00), and call the vaccination medical institution on Saturdays, Sundays, and holiday.

※Please come in clothes that can show your shoulders to get vaccination.

※Please write down pre-examination form with a ballpoint pen in advance.

※Reservation are required to get vaccinated. If you are late for your appointment, you may not be able to get vaccinated, so please 

Be sure to come to the venue by time.

Belongings of the day :
・A set of contents of an envelope containing an already sent vaccination ticket
・Health insurance card ・Medicine notebook

２３ April （Sat）
Pfizer vaccine １６：００～１８：００

２３ April （Sat）
Modelna vaccine １８：３０～１９：００

●Contact point for questions and consultations regarding vaccination
COVID-19 vaccine vice-reaction consultation desk

ＴＥＬ ０５９－２２４－３３２６ Available 24 hours a day（include on Saturday and Sunday）

COVID-19 Call center of Ministry of Health, Labour and Welfare

ＴＥＬ ０１２０－７６１－７７０ OPEN：９：００～２１：００（ include on Saturday and Sunday）

https://vaccines.sciseed.jp/town-kisosaki

