
広報そでがうら 

新型コロナワクチン接種臨時号 

 

新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）について 

💉 接種の対象者 

新型コロナワクチン２回目接種終了後、 

６か月以上が経過した１８歳以上の方 

※接種日時点の年齢です。 

💉 直近の予約受付 

【対 象 者】 ２回目ワクチン接種を令和３年１０月６日まで 

        に終了した１８歳以上の方 

【予約開始日】 ３月２３日（水）午前１０時 

※予約受付準備のため、３月２２日（火）午前１０時から３月２３日（水）午前１０時まで 

の間は、予約及び接種予約専用ホームページへのログインはできません。 

【予約を受ける接種日】 ４月６日（水）から４月１２日（火） 

※予約状況に応じて、予約を受け付ける接種日を拡大する場合があります。変更する際は 

随時、生活安全メールや市ホームページでお知らせします。 

  ※これ以降のスケジュールは２・３ページをご参照ください。 

💉 使用するワクチン 

 【集団接種】武田/モデルナ社ワクチン 

【個別接種】ファイザー社ワクチン 

※いずれのワクチンにおいても、追加接種することで、発症や重症化の予防に十分な 

効果があることが確認されています。ワクチンの種類に関らず、接種を希望される方 

は、出来るだけ早めの接種をお願いします。 

※追加接種に使用するワクチンは、初回接種（1・2 回目接種）と同じワクチンを使用する   

よりも、異なるワクチンを使用する方が抗体価が上昇するという報告もあります。 

※武田/モデルナ社ワクチンは、追加接種では接種量が初回接種の半量となるため、2 回目 

接種後と比較して、発熱等の症状が少なくなることが報告されています。 
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追加接種の 

効果について 

（厚生労働省） 

のページ 

https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/hisho/seikatuanzenmail.html
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kenko/wakutintuikasesshujissiyotei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html
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💉 接種のスケジュール 

※予約受付第 13 弾以降の予約開始日等については、詳細が決まり次第お知らせします。 

※次回予約の受付準備のため、各予約開始日の前日午前 10 時で予約受付は一時停止させ 

ていただきます。 

※接種券は、２回目接種終了後、5 か月経過を目安に発送予定です。 

※２回目のワクチン接種を他市区町村の住民として接種した後に袖ケ浦市に転入された方は、 

接種券を発送するための申請が必要です。詳細は市ホームページをご確認ください。 

💉 予約方法  

〇Web 予約（接種予約専用ホームページ） 

【URL】 

https://jump.mrso.jp/122297/  

（24 時間 土・日、祝日含む）（予約開始日は 10 時開始） 

〇電話予約 （接種予約専用コールセンター） 

☎：043-223-7200（平日 10 時～18 時） 

 

※市職員によるワクチン接種の予約代行も引き続き行っています。 

日 時 平日 8 時 30 分～17 時 15 分（予約開始日は 10 時開始） 

場 所 市民会館、平川公民館、長浦公民館、根形公民館、平岡公民館 

※市役所各課でもお気軽にご相談ください 

持ち物 接種券   

広報そでがうら  

予約受付 

最新情報 

接種予約専用 

ホームページ 
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追加接種の 

ページ 

予約受付

3月 23日

3月 30日

4月 6日

4月 13日

予約の対象者
【18歳以上で、2回目接種日が以下の方】

予約開始日時
（令和4年）

予約できる追加接種日
（令和4年）

第9弾 令和3年10月6日 以前の方 4月 6日 ～ 4月 12日
10：00～

第10弾 令和3年10月13日 以前の方 4月 13日 ～ 4月 19日
10：00～

第11弾 令和3年10月20日 以前の方 4月

第12弾 令和3年10月27日 以前の方 4月 27日 5月 2日
10：00～

～ 4月 26日
10：00～

～

20日

https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kenko/singatakoronawakuchintuikasesshu.html#転入された方
https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/122297/VisitNumbers/visitnoAuth/
https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/122297/VisitNumbers/visitnoAuth/
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kenko/singatakoronawakuchintuikasesshu.html
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kenko/singatakoronawakuchintuikasesshu.html
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💉 予約を受け付ける日  

【集団接種】武田/モデルナ社ワクチン使用 

※袖ケ浦さつき台病院での直接の予約はできません。 

※予約状況に応じて、順次、予約枠を拡大する場合があります。 

 

 

【個別接種】ファイザー社ワクチン使用 

・各医療機関での直接の予約はできません。直接の問い合わせ等は各医療機関 

の通常診療の妨げとなるため、絶対にやめてください。 

・市内では、下記の協力医療機関で実施します。 

 

 

 

 

 

 

・接種日や接種時間は医療機関によって異なります。詳細は、接種予約専用コールセンター 

（電話：043-223-7200）、または接種予約専用ホームページでご確認ください。 
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広報そでがうら  

予約受付 

最新情報 
追加接種予約 

（最新情報） 

のページ 

石井内科小児科医院 井出医院
犬丸内科皮膚科
クリニック

かんのう整形外科
蔵波台ハート
クリニック

Kenクリニック

さくま耳鼻咽喉科医院 佐野医院 袖ケ浦医院

袖ケ浦メディカル
クリニック

高橋医院 田中医院

菱沼医院 平岡医院 福王台外科内科

山口医院
よしだ胃腸内科
クリニック

わたなべ皮フ科
形成外科クリニック

予約受付 接種会場 受付枠の目安 接種時間の目安

4月 8日（金） 保健センター 140 18：45～19：30

4月 9日（土） 平川公民館 240 13：45～15：30

平川公民館 240      9：45～11：30

袖ケ浦さつき台病院 450      8：30～10：45

4月 15日（金） 保健センター 140 18：45～19：30

4月 16日（土） 保健センター 210 13：45～15：30

4月 17日（日） 保健センター 210      9：45～11：30

4月 22日（金） 保健センター 140 18：45～19：30

4月 23日（土） 保健センター 210 13：45～15：30

保健センター 210      9：45～11：30

袖ケ浦さつき台病院 450      8：30～10：45

接種日

第9弾

(3月23日～) 4月 10日（日）

第10弾

(3月30日～)

第11弾

(4月6日～) 4月 24日（日）

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/122297/VisitNumbers/visitnoAuth/
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kenko/wakutintuikasesshujissiyotei.html
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kenko/wakutintuikasesshujissiyotei.html
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kenko/wakutintuikasesshujissiyotei.html
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💉 10 代・20 代男性のワクチン接種  

〇ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチン接種後に、ごく稀に心筋炎・ 

心膜炎を発症した事例が報告されています。その中で、10 代・20 代の 

男性では、武田/モデルナ社ワクチンよりファイザー社ワクチンの方が、 

接種後に心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が低い傾向がみられました。  

〇このことから、10 代・20 代の男性を対象に、ファイザー社ワクチンを 

使用した集団接種を以下の通り実施します。 

 ※個別接種においても、ファイザー社ワクチンを接種できます。（詳細は 3 頁記載） 

 

【対 象 者】18 歳から 29 歳の男性（接種日時点） 

【接種日時】4 月 28 日（木）18：45～19：30（会場：保健センター） 

      4 月 29 日（金）19：45～11：30（会場：保健センター） 

【予約開始】4 月１３日（水）午前 10 時～ 

【予約方法】Web 予約・電話予約 

※予約方法の詳細は２ページをご参照ください。 

💉 接種会場への持ち物        【接種費用：無料】 

（１）接種券 

（２）予診票 

（３）本人確認書類（保険証やマイナンバーカード等） 

💉 その他  

〇新型コロナワクチン追加接種の有効性・安全性などの詳しい情報に 

ついては、厚生労働省のホームページをご覧ください。 

〇接種にあたっては、接種券に同封しました「新型コロナワクチン予防接種

についての説明書（追加（3 回目）接種用）【ファイザー社ワクチン用】

【武田/モデルナ社ワクチン用】」をよくご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報そでがうら  

予約受付 

最新情報 

 

広報そでがうら 

臨時号 

生活安全 

メール登録 

市公式 LINE 

登録 

本臨時号に掲載した情報は令和 4 年 3 月 18 日時点のものです。国の動向やワクチンの

供給量等に伴い、変更となる場合があります。変更が生じた場合は、随時お知らせします。 

 

  ▼最新情報はこちらから 

  予約方法や予約開始日などの最新情報は、 

市ホームページ、生活安全メール、公式 LINE、 

広報そでがうら臨時号で随時お知らせします。 
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10 代・20 代 

男性の接種 

（厚生労働省） 

のページ 

厚生労働省の 

ページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.city.sodegaura.lg.jp/uploaded/attachment/27986.pdf
https://www.city.sodegaura.lg.jp/uploaded/attachment/27986.pdf
https://www.city.sodegaura.lg.jp/uploaded/attachment/27616.pdf
https://www.city.sodegaura.lg.jp/site/koho/kouhou-rinji-korona.html
https://www.city.sodegaura.lg.jp/site/koho/kouhou-rinji-korona.html
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/hisho/seikatuanzenmail.html
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/hisho/seikatuanzenmail.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000844011.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000844011.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000844011.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000844011.pdf

