伊賀市からのお知らせ

ワクチン接種の流れ

65 歳以上の人への新型コロナワクチン接種が始まります。
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
１ クーポン券（接種券）が郵送で届く
伊賀市では、指定医療機関での個別接種と公共施設を会場とした集団
接種を行います。接種を希望される人は、必ず予約をしてください。

5 月 17 日(月)
予約受付開始

市から対象者へクーポン券（接種券）
・予診票（1 回目

00000000000000000000000000000
接種用）
・案内文を発送します。
＊65 歳以上の人⇒4 月 22 日に発送
＊65 歳未満の人⇒6 月以降に発送予定

新型コロナワクチン接種の概要
新型コロナワクチンは、発症を予防し、重症者や死亡者の発生をできる限り減らすことを目的
としています。接種は強制ではありません。
対象者

16 歳以上の人（ファイザー社のワクチンの場合）

接種回数

2 回（3 週間の間隔をあける）

主な副反応

接種部位の腫れ、痛み、発熱、頭痛、下痢、だるさ、筋肉痛などが報
告されています。まれに、アナフィラキシー（急性アレルギー反応）
の発生が報告されています。発生した場合は、接種会場や医療機関で
すぐに治療を行います。健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づ
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予約をする

65 歳以上の人の接種予約は 5 月 17 日（月）から受付開始します。クーポン券が届い
てから予約してください。接種会場や予約の方法は裏面をご確認ください。

３

く救済を受けることができます。

予診票を記入する
円滑な接種のため事前に予診票への記入をお願いします。

・治療中の病気がある人は、かかりつけ医等にワクチンを受けてよいかどうかご相談ください。
・ワクチン接種後も、これまでどおり感染予防対策が必要です。
４

接種のスケジュール

接種を受ける
◆当日の持ち物
・クーポン券（接種券）

ワクチンは徐々に供給されるため、優先順位を決めて接種を行います。

・予診票
４月
65 歳以上の人

4/22 クーポン券郵送

５月

・本人確認書類

未定（決まり次第お知らせします）

（運転免許証または健康保険証、マイナンバーカード等）

5/17 より予約開始・ワクチン接種（5/25～）

基礎疾患のある人、高齢者施設の従事者等

クーポン券郵送

その他の人

クーポン券郵送

ワクチン接種
ワクチン接種

＊肩の近くに注射しますので、半袖など肩の出しやすい服装で受けてください。
＊接種後は体調確認のため 15～30 分程度お待ちいただきます。
＊2 回目の予診票は、1 回目の接種後にお渡しします。
＊接種を受けた際に発行される予防接種済証は大切に保管してください。

・令和 3 年 4 月時点の情報です。ワクチンの供給量などにより変更となる場合があります。

・65 歳未満の人には、ワクチンの供給量や 65 歳以上の人の接種状況を踏まえて 6 月以降
にクーポン券（接種券）を発送する予定です。

《お問い合わせ先》

５

２回目の接種について
原則、１回目と同じ接種場所を予約して受けてください。
＊ファイザー社のワクチンは３週間の間隔で２回目の接種を受けてください。

クーポン券再発行の受付、伊賀市のワクチン接種のご相談など

伊賀市新型コロナワクチン専用コールセンター
電話

0120-849-064（月～土曜日、午前 8 時 30 分～午後 5 時）

ポルトガル語 0120-257-863、スペイン語 0120-257-864（月・水・土曜日、午前 8 時 30 分～午後 5 時）
耳が不自由な方のお問い合わせ用 FAX 番号 0595-22-9694（ワクチン接種推進課）

市外で接種する場合
原則、住民票所在地での接種になりますが、特別な事情がある場合は市外でも接種できる場合があり
ます。具体的な申請方法は、接種を受ける先の市区町村へお問い合わせください。
【申請が不要】入院・入所中の人。基礎疾患で治療中の医療機関で接種を受ける人など。
【申請が必要】単身赴任、下宿している学生、里帰り中の人など。

個別接種医療機関一覧①

令和 3 年 4 月現在

5 月 17 日（月）予約受付開始

各医療機関へ直接お電話等でご予約ください。まずはかかりつけ医にご相談ください。
医療機関名

アクアクリニック伊賀

電話番号
44-6516
※FAX 可 44-6517
21-6500

浅野整形外科内科

36-2550

あずまクリニック

26-0334

あずま診療所

46-9977

阿波診療所

48-0004

あきやま腎泌尿器科

伊藤医院
上野こどもクリニック

24-4700
※原則来院の上予約
23-8558

予約受付時間など
月・火・水・金 8：20～12：30、15：00～18：30 土 8：20～12：30
FAX は氏名、電話番号、希望日（3 日程度）を記入してください
診療時間内 ※かかりつけの人優先
14：00～15：00
月～土 10：00～11：00
月・火・水・金 16：00～17：00 ※毎月の定期受診者のみ
月・火・水・金 9：00～11：30 ※原則かかりつけの人のみ
月・火・水・金 9：00～12：00、13：00～17：00
木 9：00～12：00
月・火・水・金 9：00～12：00、15：00～18：00
木・土 9：00～12：00 ※かかりつけの人のみ
診療時間内

個別接種医療機関一覧②
医療機関名
上野総合市民病院

電話番号

予約方法

0120-849-064

電話予約は、伊賀市新型コロナワクチン専用コールセンター

Web 予約可

岡波総合病院

電話で予約する場合
お手元にクーポン券（接種券）
、筆記用具を
ご用意の上、下記へ電話してください。

21-3005

おおすみ整形外科

45-1200

おおのクリニック

22-1220

月・火・水・金 9：00～11：30 ※かかりつけの人のみ
月・火・水・金 10：00～12：00、16：00～17：30
木・土 10：00～12：00
月・火・水・金 14：00～15：00 ※定期受診者のみ

亀田クリニック

26-0666

月・水・金 13：00～16：00

河合診療所

43-1511

9：00～12：00 ※かかりつけの人優先

川原田内科

52-0500

10：00～12：00

紀平医院

45-5470

黒田クリニック

52-2099

坂元皮フ科

24-4112

診療時間内 ※かかりつけの人優先
9：00～12：00（月～土）、16：00～19：00（月・火・水・金）
※かかりつけの人優先
9：00～12：30（木・日・祝日は除く） ※かかりつけの人優先

佐々木内科

21-3100

月・火・水・金・土 14：30～18：00

佐那具医院

23-3330

月～金 9：00～18：00 土 9：00～12：00

ポルトガル語 0120-257-863

嶋地医院

37-0114

9：00～11：30 ※かかりつけの人優先

しみずハートクリニック

21-4528

診療時間内

スペイン語 0120-257-864

しもむら整形外科

26-2960

9：00～13：00、16：00～18：30 ※かかりつけの人のみ
月 12：00～13：00、16：00～18：00
火・水・金 11：00～12：00、16：00～18：00、土 10：00～12：00
※城医院 LINE 公式アカウント 検索 ID「＠716ｄｌｇｔn」

城医院

52-0017
※LINE から予約可

滝井医院

23-1111

月～金 8：30～12：00、15：00～19：00 土 8：30～12：00

竹沢医院

59-2019

月・火・水・金 9：00～12：00、16：00～18：00
木・土 9：00～12：00

竹沢内科歯科医院

23-5553

12：00～13：30 ※かかりつけの人のみ

竹代クリニック

22-2302

谷本整形

21-0934

中産婦人科緑ヶ丘クリニック

21-1515

月・火・水・金 13：30～14：30 ※定期通院中の人のみ
月・火・水・金 10：00～11：30、16：00～17：30
木・土 10：00～11：30
外来診察時間内

はくほうクリニック

070-8439-3387
※なるべく Weｂ予約で

9：30～12：30（平日の診察日のみ） 木曜の接種予定あり
※Web 予約 https://ssc3.doctorqube.com/hakuho-clinic/

まちしクリニック

45-7788

月・火・水・金 10：00～16：00、木 10：00～12：30
※Web 予約開始等はホームページに記載
診療時間内

松本胃腸内科

26-3750

月・火・水・金 16：00～17：00 ※かかりつけの人優先

ひらい小児科クリニック

080-3647-8852

宮本医院

-

※毎月の定期受診者から対応します

森川病院

21-2425

9：00～16：00（日・祝日は除く） ※かかりつけの人のみ

森田クリニック

22-2233

診療時間内

ゆめが丘クリニック

26-0100

診療時間内 ※毎月の定期受診者を優先

ゆめこどもクリニック伊賀

41-0230

月・火・水・金 14：30～16：30 ※予約は電話のみ

吉村クリニック

22-2121

月・火・水・金・土 10：00～11：30、16：00～18：30

で受付けます。Web 予約は伊賀市ホームページから。

上野総合市民病院・岡波総合病院の予約方法

馬岡医院

※かかりつけの人のみ

令和 3 年 4 月現在

接種券
券種
請求先

＊接種券番号（太枠部分）
氏名、生年月日、電話番号、
予約を希望する医療機関、日時をお伝えください。
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ワクチン接種

1

三重県伊賀市

回目
242161

券番号

0000000000

氏名

伊賀太郎

伊賀市新型コロナワクチン専用コールセンター
電話

0120-849-064（月～土曜日、午前 8 時 30 分～午後 5 時）
（月・水・土曜日、午前 8 時 30 分～午後 5 時）

耳が不自由な人の予約用 FAX 番号 0595-22-9694（ワクチン接種推進課）

Web で予約する場合

２４時間対応

②LINE からもアクセスできます

①伊賀市のホームページから
https://www.city.iga.lg.jp/0000008720.html
https://www.city.iga.lg.jp/0000008720.html

集団接種会場について

準備中です

かかりつけ医がない人や集団接種を希望する人は、下記の会場で集団接種を予定しています。
日程や予約方法について詳しくは広報や市ホームページなどでお知らせします。しばらくお待
ちください。
集団接種会場（予定）
ゆめぽりすセンター・ハイトピア伊賀・青山保健センター・阿山保健福祉センター
いがまち保健福祉センター・大山田農村環境改善センター・島ヶ原会館

