
令和 4年度 第 3回市政運営会議（5月 24日開催） 

 

・提案部局：健康福祉部 

・件  名：新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）の実施について 

 

 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的として、４回目接種が特例

臨時接種として位置付けられ、対象者や接種の開始時期等について国の方針が示された。 

 伊賀市においても、国の方針に基づき下記のとおり追加接種（４回目接種）を実施する。 

 

１．接種対象者 

 ３回目接種完了から５カ月以上経過した 

  ①60歳以上の者 （４月末時点での３回目接種完了者 約３万人） 

  ②18歳以上 60歳未満の者のうち、基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医

師が認める者 資料１ 

 

２ 使用するワクチン 

・ファイザー社製ワクチン又は武田／モデルナ社製ワクチン 

 

３ ４回目接種の接種券発送時期 

 ①60歳以上の者   

・昨年の 12月 31日までに３回目接種を終了した人には 5月 31日（火）に発送する。 

・これ以降は３回目の接種終了から５ヶ月経過した人に毎週接種券を発送する。 

②60歳未満の基礎疾患を有する者等 

 ・被接種者から市へ事前に接種券の交付申請を行う。（自己申告）  

 ・事前申請した人には３回目の接種終了から５ヶ月経過後接種券を発送する。 

（申請方法）①窓口での申請（市ワクチン接種推進課での受付） 

      ②市ＨＰからの電子申請 

      ③電話での申請（市コールセンターでの受付） 

      ④郵送 

（その他） ①市内各医療機関に申請書を設置し、60歳未満のかかりつけの患者に配布

してもらい、医療機関経由での申請書の提出も可能とする。（接種券は本

人の自宅に郵送する。） 

②入所施設入所者や入院患者については、施設で取り纏めて申請することも

可能とする。 

 

４ 接種体制 

・身近なかかりつけの医療機関で安心して接種できる個別接種を中心に実施する。 

・個別接種実施可能医療機関：市内４０医療機関 資料２ 

 

５．周知方法 

 ・広報いが 6月 1日号及び市ＨＰに掲載 

 ・市内医療機関にポスター及びチラシを設置  

 ・各支所及び各地区市民センター・隣保館にもチラシを設置 

 ・議会及び報道機関には 5月 26日（木）に情報提供を行う。  

 

６．その他 

 ・国の関係省令等は 5月 25日に改正される予定 



厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会（４月27日）の議論を踏まえた

４回目接種に関する対応方針と今後の予定

（１）位置づけ

足下でオミクロン株の感染が収束しない中で、今後の再拡大も念頭に置きつつ、３回目接種後のワクチンの有効性の持続期間や、

現時点までに得られている４回目接種の有効性・安全性に関する知見、諸外国における対応状況等を踏まえ、新型コロナウイルス

感染症にかかった場合の重症化予防を目的として、４回目接種を特例臨時接種として位置づける。

（２）対象者

薬事上の取扱いや、60歳以上の者に対する有効性に関する報告、諸外国における対応状況を踏まえ、以下のとおりとする。

①60歳以上の者

②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者（以下「基礎疾患を有する者等」という。）

※引き続き、対象者等については、様々な情報を収集しながら検討。

（３）使用ワクチン

ファイザー社製ワクチン 及び モデルナ社製ワクチン

（４）接種間隔

３回目接種から、少なくとも５か月以上空けること。

（５）接種勧奨・努力義務

全ての接種対象者について、接種勧奨の規定を適用。

努力義務の規定については、①60歳以上の者に適用。

②基礎疾患を有する者等には、現時点では努力義務の規定を適用せず、今後、最新の科学的知見を踏まえて、改めて議論。

１．４回目接種に関する対応方針

５月下旬から開始できるよう、関係政省令等を改正。

２．今後の予定

資料１



２．本日の論点：【３】新型コロナワクチンの４回目接種について （４）４回目接種の対象者

重症化リスクの高い基礎疾患を有する者の範囲について

18

新型コロナワクチンの特例臨時接種における優先順位を検討した際、重症化リスクの高い基礎疾患について、関係学

会からの意見等を踏まえ、予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会等での議論の結果、基礎疾患を有する者

の範囲は以下の通りとなった。

(参照)第44回厚生科学審議会予防接種・
ワクチン分科会 予防接種基本方針部会

(令和3年3月18日) 資料

１． 以下の病気や状態の方で、通院／入院している方

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病（肝硬変等）
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
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（呼吸障害等）
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状態）
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している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療

（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（療育手帳を所持している場合）

２． 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方
＊BMI30の目安：身長170cmで体重約87kg、身長160cmで体重約77kg。



 
このお手紙（接種券）が届きましたら、各医療機関へ直接ご予約ください。 
 
 
 
このお手紙（接種券）が届きましたら、各医療機関へ直接ご予約ください。 
原則、診療時間内にご予約ください。下記以外にも、かかりつけの場合のみ接種している医療機関もありますので、かかり
つけ医にご確認ください。使用するワクチンについては、予約時にご確認ください。 
 

医療機関名 電話番号 予約受付時間など 

あきやま腎泌尿器科 080-6362-9422 月・火・水・金 9：00～12：30、15：00～18：00、土 9：00～12：30 

アクアクリニック伊賀 21-6500 月・火・水・金・土曜日の 8：30～17：30 電話または来院にてご予約ください。 

浅野整形外科内科 36-2550 電話予約 14：00～15：00 

あずまクリニック 来院にて予約受付 定期受診者優先。予約時は接種券をお持ちください。 

あずま診療所 46-9977 診療時間内にご予約ください。 

阿波診療所 48-0004 予約は月・火・水・金 9：00～12：00、13：00～17：00 木 9：00～12：00 

伊藤医院 23-2341 
3回目の接種済証をお持ちの上、来院にてご予約ください。 

ご不明な点は電話にてお問い合わせください。 

上野こどもクリニック 23-8558 診療時間内にご予約ください。 

馬岡医院 来院にて予約受付 予約は診療時間内に来院ください。（かかりつけの人限定） 

おおすみ整形外科 45-1200 接種券到着後、診療時間内に電話または窓口にてご予約ください。 

おおのクリニック 22-1220 受診時または診療時間内にご予約ください。 

亀田クリニック 26-0666 予約は月・水・金 13：00～15：00 ※受診歴のある人 

河合診療所 43-1511 予約は 9：00～12：00、１６：00～18：00電話のみ 

川原田内科 52-0500 接種券到着後、診療時間内にご予約ください。 

紀平医院 来院にて予約受付 接種券をお持ちの上、受診時にご予約ください。 

黒田クリニック 
ＷＥＢまたは来院 

にて予約受付 

①【WEB予約】ホームページから予約可 https://kuroda-cl.com/ 

②来院して窓口で予約（電話予約は不可） 

  実施日１週間前から診療時間内のみ予約可 

佐々木内科 21-3100 
窓口にて申込用紙を配布。LINE予約も可能。 

【ホームページ URL】sasakinaika-iga.com 

佐那具医院 23-3330 予約は月～金 12：30～15：00、電話のみ 

嶋地医院 37-0114 診療時間内に予約ください。 

しみずハートクリニック 来院にて予約受付 予約は接種券をお持ちの上、診療時間内に来院ください。 

しもむら整形外科 来院にて予約受付 予約は接種券をお持ちの上、診療時間内に来院ください。 

城医院 ― 
城医院 LINE公式アカウントから予約できます。 

LINE検索 ID「＠716dlgtn」（＠716ディーエルジーティーエヌ） 

滝井医院 来院にて予約受付 予約は接種券をお持ちの上、診療時間内に来院ください。 

竹沢医院 （島ヶ原） 59-2019 診療時間内に電話で予約ください。 

竹沢内科歯科医院 23-5553 電話か来院にて予約受付（当院で受診歴、ワクチン接種歴のある人のみ） 

竹代クリニック 来院にて予約受付 
予約は当院通院中の人限定です。接種券をお持ちの上、診療時間内に来院く
ださい。（毎月の定期受診者が優先となります。） 

谷本整形 21-0934 予約は 10：00～11：30、16：00～17：30  

中産婦人科緑ヶ丘クリニック 21-1515 接種券到着後、診療時間内にご予約ください。 

はくほうクリニック WEB予約 
【WEB予約】https://ssc3.doctorqube.com/hakuho-clinic/ 
WEB予約が困難な人（当院 IDをお持ちでない人）は窓口で予約を受付。 

ひらい小児科クリニック 080-3647-8852 電話予約は平日 12：30～15：00にお電話ください。 

まちしクリニック 45-7788 診療時間内にご予約ください。 

松本胃腸内科 来院にて予約受付 
予約時は接種券をお持ちください。 
原則、３回目の接種を当院で接種された人のみ。 

宮本医院 21-4719 診療時間内にご予約ください。 

森川病院 21-2425 電話予約 11：00～16：00（日曜、祝日を除く） 

森田クリニック 22-2233 原則、定期的に受診されている方のみ 

ゆめが丘クリニック 26-0100 
毎月の定期受診者のみ。診療時間内にご予約ください。 
（予約時に、３回目の接種日を確認させていただきます。） 

吉村クリニック 090-5002-8044 月・火・水・金・土 9：00～11：30、15：00～18：30 

上野総合市民病院 0120-849-064 

WEB予約可 

【WEB予約】https://jump.mrso.jp/242161/ 

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で受け付けます。 

※予約方法について詳しくは裏面をご覧ください。 
岡波総合病院 

接種場所・予約方法 
伊賀市新型コロナワクチン 

追加（４回目）接種 

資料２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《予約方法》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約時に 

下記の項目が必要です。 

①接種券番号（１０桁） 

ＷＥＢで予約 

インターネット予約サイト（２４時間対応）に 

アクセスして、予約する。 

【ＵＲＬ】https://jump.mrso.jp/242161/ 

 

②氏名 

③生年月日 

④日中連絡がつきやすい電話番号 

⑤接種希望会場 

⑥接種希望日と時間 

⑦（ＷＥＢ予約の場合）メールアドレス 

 

 

伊賀市新型コロナワクチン専用コールセンターに電話する。 

電話０１２０-８４９-０６４（月～土曜日） 

ポルトガル語０１２０-２５７-８６３（月・水・土曜日） 

スペイン語０１２０-２５７-８６４（月・水・土曜日） 

電話受付時間：午前８時３０分～午後５時 

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

 

◎電話予約は大変混み合いますので、インターネット予約にご協力をお願いします。予約はご本人

でなくても、家族や知人の方でも代わりにできます。 

◎予約方法等について、詳しくは市ホームぺージにも掲載しています。 

  「新型コロナワクチン接種追加接種（４回目接種）について」 

   https://www.city.iga.lg.jp/0000010197.html 

電話で予約 

市ホームページ内のこちら
のボタンからもアクセスで
きます。 

 

◎上野総合市民病院と岡波総合病院の予約は、ＷＥＢ予約と伊賀市新型コロナワクチン専用コールセンター

で受け付けします。このお手紙（接種券）が届きましたら、ご予約ください。 

◎接種日や使用するワクチンなどは、市ホームページや予約サイト、コールセンターでご確認ください。 

※上野総合市民病院と岡波総合病院以外の医療機関を予約する場合は、直接医療機関へ予約してください。 

上野総合市民病院・岡波総合病院の予約をする場合 

0000000000 

▼接種券付き予診票  

https://jump.mrso.jp/242161/


 検索 

 

 

 

 

【 開始時期 】 令和４年６月以降、接種券が届いたら４回目接種を受けることができます。 

 
【接種対象者】 ３回目接種完了から５か月を経過した下記①②の人 

 

①60歳以上の人 → 接種券発行の申請は不要です。 
 
  ３回目の接種から５か月を経過した時点で、順次接種券を郵送します。 

    ※４回目接種券の送付時期は、３回目の接種日により異なります。 

詳しくは、市ホームページをご覧ください。 

https://www.city.iga.lg.jp/0000008720.html  
 

②18歳～60歳未満の人で、下記に当てはまる人 

  →接種券発行の申請が必要です。（裏面をご覧ください） 

 
▼以下の病気や状態の人で、通院や入院をしている人、重症化リスクが高いと医師が 
認めた人 

 
1. 慢性の呼吸器の病気 
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。） 
3. 慢性の腎臓病 
4. 慢性の肝臓病（肝硬変など） 
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 
6. 血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く。） 
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。） 
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（呼吸障がいなど） 
11. 染色体異常 
12. 重症心身障がい（重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態） 
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している、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）や知的障がい（療育手帳を所持している場合） 

 
▼基準（BMI 30以上）を満たす肥満の人   

BMI＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 

  例）体重 87kgで身長 170cmの場合 → 87÷1.7÷1.7 ＝ BMI 30.1 

新型コロナワクチン 
追加(４回目)接種のお知らせ 

コロナワクチン 伊賀市 

https://www.city.iga.lg.jp/0000008720.html


新型コロナワクチン４回目の接種券発行を希望される人へ 

 
●60歳以上の人は、順次接種券を郵送しますので申請は不要です。 
 
●18歳～60歳未満で基礎疾患等(※表面参照)に当てはまる人は、申請が必要です。 

    下記①～④のいずれかの方法で申請してください。 
  申請受付後、３回目接種完了から５か月が経過した人に接種券を郵送します。 

 

 
①ＷＥＢ申請 

※本人または同一世帯員が申請する場合のみ申請できます。 
 
入力フォームから申請が行えます。 
（右記のＱＲコードを読み取ってください） 

 
 
②電話申請 

※本人または同一世帯員が申請する場合のみ申請できます。 
 
下記に電話し、氏名・住所・生年月日などの情報をお伝えください。 
 
◆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 電話：0120-257-863 ◆スペイン語 電話：0120-257-864 
（月・水・土曜日、午前 8時 30分～午後 5時） 

 
③窓口申請 

窓口に設置している接種券発行申請書に記入し、接種者の本人確認書類を添えて
提出してください。 
（同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、委任状・代理人の本人確認書類が必要です。） 
 
◆受付窓口：伊賀市役所ワクチン接種推進課（本庁４階） 

※市内医療機関にも申請書を設置しています。 

 
 
④郵送申請 

必要書類を郵送してください。申請書は、市内医療機関や各支所の窓口に設置し
ています。（ホームページからもダウンロードできます。） 
 
【申請に必要なもの】 
 １．接種券発行申請書 
 ２．（お持ちの場合）３回目の接種済証 
 ３．接種を受ける人の本人確認書類の写し（運転免許証、健康保険証など） 
 ４．（※同一世帯員以外の代理人が申請する場合）委任状・代理人の本人確認書類の写し 
 
◆送付先：〒518-8501三重県伊賀市四十九町 3184 
          伊賀市役所ワクチン接種推進課 

 
【接種券送付先の変更について】 
接種券は原則として住民票に記載されている住所に郵送します。 

  やむを得ない事情があり、住民票所在地以外に送付を希望する場合は、市への申請が必要で
す。その場合の申請は、郵送または窓口申請のみとなりますのでご注意ください。 

 
【問い合わせ先】 伊賀市役所 ワクチン接種推進課  電話：0595-41-1550 


