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60歳以上の方、18歳以上59歳以下の基礎疾患の
ある方などへ追加接種（４回目接種）を実施します
新型コロナウイルスワクチン4回目接種について、国から方針が示されましたので、日野市
でも4回目接種を実施します。なお、今後、国で行う法令改正などの検討状況によっては、
今号に掲載している情報を変更する可能性がありますの ■追加接種（4回目接種）可能日の考え方
で、ご注意ください。
3回目接種
4回目接種

4回目接種対象者

※年齢は4回目接種日時点です

3回目接種完了日から5カ月以上経過した

完了日

令和3年
12月25日
令和4年
1月31日

❶60歳以上の方

可能日

5カ月後の
同日から

令和4年
5月25日から

5カ月後の
翌月1日から※

令和4年
7月1日から

※5カ月後に同日が無い場合には、その翌月の1日から接種可能

❷ 18歳以上59歳以下の方のうち、基礎疾患
のある方 その他、新型コロナウイルス感染症に
かかった場合の重症化リスクが高いと医師
が認める方（以下「59歳以下の基礎疾患のある

4回目接種は重症化予防を目的
として行われます。左記の対象
者以外の方に対して接種を行う
か否かは、引き続き国で検討す
ることになっています。

方など」とする）

上記 ❷ 59歳以下の「基礎疾患のある方など」とは、以下のいずれかに該当する方です
● 慢性の呼吸器の病気
①
● 慢性の心臓病（高血圧を含む）
②
● 慢性の腎臓病
③
● 慢性の肝臓病（肝硬変など）
④
● インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他
⑤
の病気を併発している糖尿病
⑥
● 血液の病気（鉄欠乏症貧血を除く）
⑦
● 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受
けている悪性腫瘍を含む）

⑪
● 染色体異常
⑫
● 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが
重複した場合）
⑬
● 睡眠時無呼吸症候群
⑭
● 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院中である、精
神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援
医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場
合）や知的障害（療養手帳を所持している）
⑮
● BMIが30以上である

※ BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）
※ BMI30以上の目安：身長170㎝で体重87㎏、身長160㎝で

⑧
● ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療
を受けている
⑨
● 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
⑩
● 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰
えた状態（呼吸障害など）

留意事項

体重77㎏

● 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リス
⑯
クが高いと医師に認められた

基礎疾患であるかどうかは予診時に医師が確認を行います。接種日当日、
予診の際に

医師が「基礎疾患でない」と判断した場合には、接種できない可能性があります。
4回目接種に当たっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。

４回目接種に使用するワクチン
ファイザー社製ワクチン、モデルナ社製
ワクチンのいずれか
※接種量はいずれも3回目と同じ

4回目接種の
予約開始日や
接種開始日など、
詳細は

2ページ目以降

をご一読ください。
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❶

4回目接種の予約開始日や接種開始日など
▶予約開始日 5月31日（火）午前9時から  ※以降、接種券が届き次第予約可

3回目を接種した日

接種券（クーポン券）発送日

3回目を接種した日

接種券（クーポン券）発送日

令和3年12月1日～31日

令和4年5月25日（水）

令和4年2月18日～28日

令和4年7月4日（月）

▶︎接種開始日と接種会場

令和4年1月1日～31日

令和4年6月6日（月）

令和4年3月1日～10日

令和4年7月19日（火）

令和4年2月1日～8日

令和4年6月20日（月）

令和4年3月11日～31日

令和4年8月1日（月）

令和4年2月9日～17日

令和4年6月27日（月）

令和4年4月1日～30日

令和4年8月22日（月）

①集団接種会場

6月2日（木）から実施予定です。6月は生活・保健センター（日野本町1-6-2）

②個別接種会場

7月上旬から実施予定です。実施する市内医療機関は、決まり次第、市 HP とワ

のみで実施し、7月以降は生活・保健センターに加えて七生福祉センター（三沢
3-50-1）でも実施予定です。

※到着には発送日から数日かかる見込みです

❷

クチンNEWSに掲載します。

接種券（クーポン券）の発送

❶60歳※以上の方（一括発送）

※年齢は4回目接種日時点です

②窓口・郵送

3回目接種を
している

いいえ

3回目までの接種を
ご検討ください

申請は不要
接種券が届くのを
お待ちください

いいえ

はい

申請が必要

❷59歳以下の基礎疾患のある方など
3回目接種を
している

はい

いいえ

●対象となる基礎疾患がある
●重 症化リスクが高いと医師
が認めている
3回目までの接種を
ご検討ください

申請が必要

はい

❶へ
❷へ
❷へ

4回目接種対象者の範囲に
ついては、国で引き続き検
討中です
対象者の範囲が変わりまし
たら、市 HP で周知します

いいえ

新型コロナワクチンの効果と副反応
▲厚生労働省 HP

厚生労働省ではワクチンの効果と副反応について、下記のように説明しています。
（4回目接種のお知らせ）
詳細は、厚生労働省作成のリーフレットをご確認ください。 ■18歳以上の4回目接種後21日までに現れた症状
効 果 海外の研究では、3回目接種から4カ月以上経過した
60歳以上の方にファイザー社製ワクチンを4回目接種した場
合、オミクロン株流行期において、接種後6週間経過しても重症
化予防効果が低下せず維持されていたと報告されています。
副反応 海外の研究では、4回目接種後21日までにおいて、
重大な副反応は認めなかったと報告されています。

報告割合

◀︎電子申請

▶窓口申請
◦日野市役所1階 新型コロナワクチン相談窓口 午前9時～午後5時（日曜日、祝日を除く）
◦
［5月31日まで］七生公会堂2階 新型コロナワクチン相談窓口 午前9時30分～午後5時15分
（日曜日、祝日を除く）
◦
［6月1日から］
七生支所 新型コロナワクチン相談窓口 午前9時～午後5時
（日曜日、祝日を除く）
※上記窓口で申請書の受付および配布を行っています

▶郵送申請  送付先は裏面（4ページ目）
を参照

▶申請に必要な書類（下記2点をお送りください）

●接 種券発行申請書
（新型コロナウイルス感染症）
【4回目接種用】
（裏面（4ページ目）の申請書を使
用してください）

【見本】

※電子申請の場合は必要ありません

●3回目接種の記録が分かる書類（接種済証、接種
記録など）の写し

▲
【見本】3回目接種の記録が分かる書類
（接種済証、接種記録など）
の写し

接種記録が確認できない場合、接種券を発行できないことがあります。

▶接種券（クーポン券）の発送について

●事前申請（3回目接種日から5カ月経過前に申請）した場合は、接種可能日までに到着するよう送
付します。
●3回目接種日から5カ月経過後に申請した場合は、申請書の受領から1 ～ 2週間程度で接種券
（クーポン券）を発送します。

ファイザー社製・モデルナ社製ワクチン

50％以上

疼痛

10～50％

倦怠感、筋肉痛、頭痛、硬結・腫脹

1～10％

！
スマホで簡単
電子申請！

申請は右記 QR コードからお進みください。

▶︎4回目接種券発行の概要については、下記フローチャートをご確認ください。

❶ 60歳以上の方

下記のいずれかの方法で申請をお願いします。

①電子申請

接種希望者からの申請に基づいて発送

3回目
接種後に
日野市に
転入

下記の方法により、希望者からの申告に基づいて発送します。
※60歳以上の方は順次発送予定ですので、下記の申請は必要ありません

▶接種券申請方法

❷59歳※以下の基礎疾患のある方など（申請に基づく発送）

はい

59歳以下の基礎疾患のある方など

  
（3回目接種後に日野市に転入された方は申請が必要です）

3回目接種完了日に基づき、5月25日
から順次発送予定
（水）

2

60歳以上の方の接種券（クーポン券）発送スケジュール

関節痛、37.5度以上の発熱、リンパ節腫脹、
こうはん

ほっせき

紅斑・発赤、知覚障害、アレルギー反応

※対象274人（ファイザー社製ワクチン：154人、モデルナ社製ワクチン：120人）

■追加接種（3回目接種）の7月以降の予約枠は縮小予定です。接種を希望される方
は6月中の接種をご検討ください。
※接種会場については、東京都や市の HP をご覧ください

3

キリトリ

電子申請

■接種券発行申請書

（新 型コロナウイルス感
染症）
【４回目接種用】
※左の申請書は、3回目接
種を受けてから5カ月以上
経過した方のうち、

①「3回目接種後に日野
市に転入された60歳以
上の方」②「基礎疾患な
どのある18歳以上59歳
以下の方」が対象の申請
書です。
60歳以上の方は、順次発
送しますので、お手元に届
くまでお待ちください。

切り取るか、
コピーをして
お使いください

日野市日野本町１

６ ２
-

〈４回目接種券申請書在中〉

日野市健康福祉部健康課
ワクチン接種担当 行
  

〒191-0011

キリトリ

▲郵送申請送付先
封筒にお貼りください

キリトリ

■問い合わせ先

接種の予約、問い合わせはコールセンターへ
!

おかけ間違いのないようご注意ください

▶新型コロナウイルスワクチン接種相談・予約センター
予約
相談

☎0120-950-391
☎0120-950-734

受付時間〈 5月31日まで〉
午前9時～午後8時（日

曜日、祝日含む毎日）
〈 6月1日から〉午前8時～ ▲予約サイト
午後8時（日曜日、祝日含む毎日）

▶聴覚に障害があり支援が必要な方（手帳をお持ちの方）
FAX

042-583-0294（障害福祉課のファクスです）

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

4

市窓口・医療機関での予約受付はできません

▶視覚に障害があり支援が必要な方（手帳をお持ちの方）

接種券（クーポン券）の封筒に、点字や音声コードで、相談・予約の専
用ダイヤルをご案内しています。

▶厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎0120-761-770 相談時間 午前9時～午後９時

▶東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター

☎03-6258-5802 相談時間 24時間対応（日曜日、祝日含む毎日）

▶コロナワクチンナビについて

近隣の接種会場・取り扱いワクチンを閲覧できる厚生 労 働 省 HP です。

https://v-sys.mhlw.go.jp

ワクチン接種は強制ではありません。また、ワクチン接種に関する差別・偏見・いじめは許されません。

