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追加（３回目）接種のお知らせ

届いた接種券（クーポン）を確認する

杉並区

ワクチン接種までの流れ

～ワクチンの接種は任意です～

1

接種できる日付を確認する2

このお知らせは１月18日現在の情報です。

 このお知らせの封筒に接種の際に必要な接種券（クーポン）、予診票が同封されています。
接種券（クーポン）の記載内容に誤りがないかよく確認してください。特に接種券右下の

に記載の1･2回目接種の日付とワクチンの種類が間違っていないかをご確認ください。

記載内容に誤りがある場合は、接種前にコールセンターに必ずご連絡ください。
記録を修正の上、正しい内容の接種券（クーポン）を発行いたします。

接種費用

（全額公費）
無料

追加(３回目)接種の概要
対 象 と な る 方

ワクチンの種類

接 種 時 期

新型コロナウイルスワクチンを２回接種完了した18歳以上の方

2回目接種から原則として６～７か月以上経過してから

1･2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、武田/モデルナ社製、
ファイザー社製どちらのワクチンでも接種可能

例１
2回目接種：2021/7/1

3回目接種：2022/2/1

例２
2回目接種：2021/7/30

3回目接種：2022/3/1

医療従事者等に該当する方 年齢要件なし ６か月以上

医療従事者等に該当しない方
65歳以上 ６か月以上
64歳以下 ７か月以上※

 適切な接種間隔をご自身で確認し、予約等の手続きを行ってください。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
接種
2回目

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
接種
2回目

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
接種
可能

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 翌月1日
接種
可能

７か月後に同じ日がある

７か月後に同じ日がない

例1

例2
※接種間隔７か月の例

※ただし、接種体制が整っている場合は６か月に前倒ししても良いこととなっています。

追加(3回目)接種に関するQ&A
接種券に記載されている1・2回
目の接種内容が間違っている

お手数ですがコールセンターへご連絡ください。区の接種記録を確認の上、
必要に応じて修正します。

家族の接種券が送られてこない 接種券は２回目接種完了から６か月に達する前の月にお送りしています。同
時期に接種しているのに届かない場合はコールセンターへご連絡ください。

予約サイトのパスワードがわから
ずロックされてしまった ロックを解除しますのでコールセンターへご連絡ください。

入院・入所している場合はどうす
れば良いのか

入院・入所先で接種できる場合がありますので、医療機関・施設へ直接ご相
談ください。

杉並区以外の会場で接種したい

原則として住民登録がある自治体で接種することとなっていますが、単身赴
任や里帰り出産など杉並区以外で接種（住所地外接種）することが可能な場
合があります。接種を希望する自治体のコロナワクチンの担当部署へお問い
合わせください。なお、区外のかかりつけ医で接種する場合や職域接種の場
合は届け出は原則不要です。

自分は医療従事者等に該当するか
知りたい

医療従事者等とは、医療従事者（病院でコロナウイルスにさらされる可能性
が高い）と高齢者施設の入所者・従事者を言います。ご自身が該当するか否
かはお勤め先（入所先）にご確認ください。

自分はいつ接種すれば良いのか

国は当初予定していた８か月という接種間隔を段々と前倒しにしています。
一方で、現在のところ最短でも６か月より前にはなりません。65歳以上の
方は６か月、64歳以下の方は７か月での接種が原則です。ただし、２回目
接種から６か月以上経過していれば、64歳以下の方であっても、接種の予
約が出来た方から接種していただいて問題ありません。

区内の接種会場の予約に空きがな
い。空きがあってもすぐ埋まって
しまう。

接種が前倒しになったことから、令和４年２月に約10万人、３月に約17万
人の方が接種対象となりました。区では医療機関と連携して出来る限り多く
の接種枠を確保しますが、全ての方にご希望の時期に接種していただける状
況ではありません。職域接種や国・都の接種会場などもご検討いただき、ス
ムーズな接種にご協力ください。なお、４月以降は対象者が半分程度に減少
するため、比較的予約が取りやすくなる見込みです。

予約はいつ開始されるのか
12月から追加（３回目）接種が開始されており、接種券発送時点で翌月ま
での予約を取ることが可能となっています。今後1か月ごとに予約枠を解放
していく予定です。詳しくは区ホームページをご確認ください。

18歳未満の家族がいるが追加接
種できないのか

このお知らせの作成時点（令和４年１月18日）では、追加接種が認められ
ているのは18歳以上の方のみとなりますので接種できません。今後、対象
年齢が引き下げられた場合には、改めて該当する方にお知らせいたします。

接種場所には何時に行けば良いの
か

予約時間どおりに来てください。区が設置している集団接種会場には待合ス
ペースがありません。また、接種時間より早く接種を受けられることはあり
ません。予約した時間の５分前を目途にお越しください（５分より大幅に早
く会場に来ることは避けてください）。

車で行ける会場はあるか

区の集団接種会場については、一般の方が車で来場できるのは立正佼成会法
輪閣のみです。お体が不自由な方など特別な事情がある方のみ、桃井原っぱ
公園【仮設会場】も車での来場が可能ですが、駐車台数が非常に限られてい
るため、駐車できない、もしくはお待ちいただく場合があります。
高井戸地域区民センターについては施設の駐車場を利用可能です（有料）。

接種済証明書を発行してほしい

接種券右下の緑色の枠内が正式な接種済証明書となります。3回目を接種す
ることにより、1～3回目の接種済証明書としてご利用いただけます。
※ 1･2回目接種時に杉並区に住民登録がなかった方、海外や治験で接種を受け
た方は杉並区では証明を行えないため「＊」が印字されています。すでにお
持ちの接種済証を大切に保管してください。

３回目接種後にワクチンパスポー
トは改めて発行が必要なのか

マイナンバーカードをお持ちの方はスマートフォンのアプリでワクチンパス
ポートを表示させることが可能です。
紙のワクチンパスポートが必要な方は、お手数ですが改めて保健所保健予防
課へ郵送で申請してください。
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• このお知らせが届いた方は、新型コロナウイルスワクチンの追加(３回目)接種の対象の方です。
• 国の通知により、追加(３回目)接種を受けることが出来る時期が全体的に前倒しになりました。
• 今後、区内の医療機関や区の集団接種会場以外にも国や都の大規模接種会場、職場や大学などさ
まざまな接種機会が提供される可能性があることから、２回目接種完了から６か月を迎える方へ
接種券(クーポン）をお送りします。

• このお知らせを良くご確認の上、ワクチン接種をご希望の方は予約等の手続きを行ってください。
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追加（3回目）接種は原則として２回目接種を受けた日から７か月後（65歳以上は６か月後）の同じ
日付以降となります。ただし、同じ日付がない場合は翌月の１日となります。

01G-90



❸その他の接種会場

0120-023-015

https://www. vaccine-info-suginami.org
杉並区新型コロナワクチン

接種予約サイト

杉並区新型コロナワクチン
接種コールセンター

9:00～17:00 年末年始除く

ログインや予約方法については上記URL又は右側の二次元コードから
マニュアルを参照してください。

国や都が設置する大規模接種会場

職場や大学等（職域接種）
一部の企業や団体、大学などでは、1･2回目接種と同じく従業員や学生・教職員向けの接種
（職域接種）が行われる場合があります。3回目接種を実施するかどうかは職場や大学へご
確認ください。

国は1･2回目接種と同じく、都内に自衛隊の運営による大規模接種会場の設置を行うこ
ととしています。また、東京都も都内に複数の大規模接種会場を設置することとしてい
ます。問い合わせは各実施機関へお願いします。

予約・問い合わせ➡各実施機関へ

予約・問い合わせ➡各実施機関へ

接種場所を探して予約をしてください。接種場所により、予約方法が異なります。予約をしたら忘れない
ように接種券の「★予約日メモ」の欄に予約内容を記入してください。

❶区の予約専用サイト、コールセンターで予約できる接種場所
区内の医療機関の一部（病院、診療所・クリニック）

区内の集団接種会場（区内８施設）
別紙「新型コロナウイルスワクチン接種場所のお知らせ」に掲載されている区内８つの集団接種会場
については、区の接種予約サイト、または区コールセンターで予約することができます。65歳以上の
方については令和４年２月から接種を始めています。一般の方は３月からの接種となります。

❷医療機関に直接予約する接種場所
区内の医療機関の一部（病院、診療所・クリニック）

電話の際、お手元に接種券（クーポン）をご準備ください。
外国語での通話も可能です You can speak in foreign languages

ID：接種券番号（10桁）、
初期パスワード：生年月日 例 1987年6月5日➡19870605

接種場所を探す・予約する３

別紙「新型コロナウイルスワクチン接種場所のお知らせ」で予約方法が「杉並区」に が記されてい
る医療機関は、区の接種予約サイト、または区コールセンターで予約することができます。通常診療
の妨げとなりますので、病院や診療所・クリニックに直接電話で問い合わせることはお控えください。

別紙「新型コロナウイルスワクチン接種場所のお知らせ」で予約方法が「医療機関」に が記されて
いる医療機関は、それぞれの医療機関で直接予約を受け付けます。一部の医療機関では医療機関の
ホームページから予約を受け付けているところもあります。

健康保険証・マイナンバーカード等

＋

 接種の際は ①接種券 ②予診票 ③本人確認書類 の3点が必須です。

＋

• 上記①～③を必ずお持ちください。特に①③をお持ちでない場合は接種できません。
• 服薬中の方はおくすり手帳も一緒にお持ちください。
• 予約(又は職場の指定した）時間どおりに会場へお越しください。

事前に必要事項を記入3回目接種では必須
※職場で接種の場合も

➡ 忘れずに用意をして
肩を出しやすい服装で
接種会場へ！

新型コロナウイルスワクチン接種に便乗した詐欺行為等にご注意ください。
行政機関等が新型コロナウイルスワクチン接種に関して現金を要求することはありません。
不安や不信に思った時や困った場合は、警察署や消費者センターにご相談ください。
新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン ☎0120-797-188
警察相談専用電話 ♯9110

密集場所 密接場面 密閉空間
「３つの密（密集・密接・密閉）」の回避

マスクの着用 石けんによる 手指消毒用アルコール
手洗い による消毒の励行

接種に用いるワクチン
 1･2回目接種では、区民の約20％の方が武田/モデルナ社製ワクチンを、約80％の方がファイザー社製
ワクチンを接種しています。

 3回目接種では、国から自治体に対して、武田/モデルナ社製、ファイザー社製ワクチンが約50％ず
つ接種対象の人数分配布される予定です。※1･2回目にファイザー社製ワクチンを接種した方全員分
のファイザー社製ワクチンは区へ配分されない予定です。

 区は２種類のワクチンが接種できる体制を整備します。ワクチンの種類によって、接種できる会場
や曜日、時間が異なる可能性がありますので予約の際に必ず確認してください。

 病院や診療所・クリニックも２種類のワクチンを使って接種を行います。
 ファイザー社製ワクチンでの追加接種の希望者が多数の場合は、８か月後に接種が行えない可能性
があります。追加(3回目)接種はどちらの種類のワクチンでも接種可能ですので、予約に余裕のある
会場での接種にご協力ください。

３回目接種後も
感染予防対策を
継続するように
してください。

接種後も感染予防対策は継続する５

ワクチンを接種する４ 接種費用
（全額公費）無料

 接種間隔が前倒しになったことにより、２・３月に接種時期を迎える方が非常に多くなります。
 下表は65歳以上の方は６か月、その他の方は７か月間隔とした場合の月ごとの接種対象者数です。

接種月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

人数（約） 97,000人 177,000人 66,000人 49,000人 13,000人

 医療機関や医師会と協力し、出来る限りの接種体制を整えていますが、区民の皆様もタイミングを
逃さずその時に打てるワクチンを接種していただくようにお願いいたします。

杉並区の接種対象者数
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 1･2回目接種では、区民の約20％の方が武田/モデルナ社製ワクチンを、約80％の方がファイザー社製
ワクチンを接種しています。

 3回目接種では、国から自治体に対して、武田/モデルナ社製、ファイザー社製ワクチンが約50％ず
つ接種対象の人数分配布される予定です。※1･2回目にファイザー社製ワクチンを接種した方全員分
のファイザー社製ワクチンは区へ配分されない予定です。

 区は２種類のワクチンが接種できる体制を整備します。ワクチンの種類によって、接種できる会場
や曜日、時間が異なる可能性がありますので予約の際に必ず確認してください。

 病院や診療所・クリニックも２種類のワクチンを使って接種を行います。
 ファイザー社製ワクチンでの追加接種の希望者が多数の場合は、８か月後に接種が行えない可能性
があります。追加(3回目)接種はどちらの種類のワクチンでも接種可能ですので、予約に余裕のある
会場での接種にご協力ください。

３回目接種後も
感染予防対策を
継続するように
してください。

接種後も感染予防対策は継続する５

ワクチンを接種する４ 接種費用
（全額公費）無料

 接種間隔が前倒しになったことにより、２・３月に接種時期を迎える方が非常に多くなります。
 下表は65歳以上の方は６か月、その他の方は７か月間隔とした場合の月ごとの接種対象者数です。

接種月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

人数（約） 97,000人 177,000人 66,000人 49,000人 13,000人

 医療機関や医師会と協力し、出来る限りの接種体制を整えていますが、区民の皆様もタイミングを
逃さずその時に打てるワクチンを接種していただくようにお願いいたします。

杉並区の接種対象者数
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コロナウイルスワクチン

追加（３回目）接種のお知らせ

届いた接種券（クーポン）を確認する

杉並区

ワクチン接種までの流れ

～ワクチンの接種は任意です～

1

接種できる日付を確認する2

このお知らせは１月18日現在の情報です。

 このお知らせの封筒に接種の際に必要な接種券（クーポン）、予診票が同封されています。
接種券（クーポン）の記載内容に誤りがないかよく確認してください。特に接種券右下の

に記載の1･2回目接種の日付とワクチンの種類が間違っていないかをご確認ください。

記載内容に誤りがある場合は、接種前にコールセンターに必ずご連絡ください。
記録を修正の上、正しい内容の接種券（クーポン）を発行いたします。

接種費用

（全額公費）
無料

追加(３回目)接種の概要
対 象 と な る 方

ワクチンの種類

接 種 時 期

新型コロナウイルスワクチンを２回接種完了した18歳以上の方

2回目接種から原則として６～７か月以上経過してから

1･2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、武田/モデルナ社製、
ファイザー社製どちらのワクチンでも接種可能

例１
2回目接種：2021/7/1

3回目接種：2022/2/1

例２
2回目接種：2021/7/30

3回目接種：2022/3/1

医療従事者等に該当する方 年齢要件なし ６か月以上

医療従事者等に該当しない方
65歳以上 ６か月以上
64歳以下 ７か月以上※

 適切な接種間隔をご自身で確認し、予約等の手続きを行ってください。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
接種
2回目

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
接種
2回目

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
接種
可能

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 翌月1日
接種
可能

７か月後に同じ日がある

７か月後に同じ日がない

例1

例2
※接種間隔７か月の例

※ただし、接種体制が整っている場合は６か月に前倒ししても良いこととなっています。

追加(3回目)接種に関するQ&A
接種券に記載されている1・2回
目の接種内容が間違っている

お手数ですがコールセンターへご連絡ください。区の接種記録を確認の上、
必要に応じて修正します。

家族の接種券が送られてこない 接種券は２回目接種完了から６か月に達する前の月にお送りしています。同
時期に接種しているのに届かない場合はコールセンターへご連絡ください。

予約サイトのパスワードがわから
ずロックされてしまった ロックを解除しますのでコールセンターへご連絡ください。

入院・入所している場合はどうす
れば良いのか

入院・入所先で接種できる場合がありますので、医療機関・施設へ直接ご相
談ください。

杉並区以外の会場で接種したい

原則として住民登録がある自治体で接種することとなっていますが、単身赴
任や里帰り出産など杉並区以外で接種（住所地外接種）することが可能な場
合があります。接種を希望する自治体のコロナワクチンの担当部署へお問い
合わせください。なお、区外のかかりつけ医で接種する場合や職域接種の場
合は届け出は原則不要です。

自分は医療従事者等に該当するか
知りたい

医療従事者等とは、医療従事者（病院でコロナウイルスにさらされる可能性
が高い）と高齢者施設の入所者・従事者を言います。ご自身が該当するか否
かはお勤め先（入所先）にご確認ください。

自分はいつ接種すれば良いのか

国は当初予定していた８か月という接種間隔を段々と前倒しにしています。
一方で、現在のところ最短でも６か月より前にはなりません。65歳以上の
方は６か月、64歳以下の方は７か月での接種が原則です。ただし、２回目
接種から６か月以上経過していれば、64歳以下の方であっても、接種の予
約が出来た方から接種していただいて問題ありません。

区内の接種会場の予約に空きがな
い。空きがあってもすぐ埋まって
しまう。

接種が前倒しになったことから、令和４年２月に約10万人、３月に約17万
人の方が接種対象となりました。区では医療機関と連携して出来る限り多く
の接種枠を確保しますが、全ての方にご希望の時期に接種していただける状
況ではありません。職域接種や国・都の接種会場などもご検討いただき、ス
ムーズな接種にご協力ください。なお、４月以降は対象者が半分程度に減少
するため、比較的予約が取りやすくなる見込みです。

予約はいつ開始されるのか
12月から追加（３回目）接種が開始されており、接種券発送時点で翌月ま
での予約を取ることが可能となっています。今後1か月ごとに予約枠を解放
していく予定です。詳しくは区ホームページをご確認ください。

18歳未満の家族がいるが追加接
種できないのか

このお知らせの作成時点（令和４年１月18日）では、追加接種が認められ
ているのは18歳以上の方のみとなりますので接種できません。今後、対象
年齢が引き下げられた場合には、改めて該当する方にお知らせいたします。

接種場所には何時に行けば良いの
か

予約時間どおりに来てください。区が設置している集団接種会場には待合ス
ペースがありません。また、接種時間より早く接種を受けられることはあり
ません。予約した時間の５分前を目途にお越しください（５分より大幅に早
く会場に来ることは避けてください）。

車で行ける会場はあるか

区の集団接種会場については、一般の方が車で来場できるのは立正佼成会法
輪閣のみです。お体が不自由な方など特別な事情がある方のみ、桃井原っぱ
公園【仮設会場】も車での来場が可能ですが、駐車台数が非常に限られてい
るため、駐車できない、もしくはお待ちいただく場合があります。
高井戸地域区民センターについては施設の駐車場を利用可能です（有料）。

接種済証明書を発行してほしい

接種券右下の緑色の枠内が正式な接種済証明書となります。3回目を接種す
ることにより、1～3回目の接種済証明書としてご利用いただけます。
※ 1･2回目接種時に杉並区に住民登録がなかった方、海外や治験で接種を受け
た方は杉並区では証明を行えないため「＊」が印字されています。すでにお
持ちの接種済証を大切に保管してください。

３回目接種後にワクチンパスポー
トは改めて発行が必要なのか

マイナンバーカードをお持ちの方はスマートフォンのアプリでワクチンパス
ポートを表示させることが可能です。
紙のワクチンパスポートが必要な方は、お手数ですが改めて保健所保健予防
課へ郵送で申請してください。
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• このお知らせが届いた方は、新型コロナウイルスワクチンの追加(３回目)接種の対象の方です。
• 国の通知により、追加(３回目)接種を受けることが出来る時期が全体的に前倒しになりました。
• 今後、区内の医療機関や区の集団接種会場以外にも国や都の大規模接種会場、職場や大学などさ
まざまな接種機会が提供される可能性があることから、２回目接種完了から６か月を迎える方へ
接種券(クーポン）をお送りします。

• このお知らせを良くご確認の上、ワクチン接種をご希望の方は予約等の手続きを行ってください。
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追加（3回目）接種は原則として２回目接種を受けた日から７か月後（65歳以上は６か月後）の同じ
日付以降となります。ただし、同じ日付がない場合は翌月の１日となります。
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