
「対象者」に関するよくある質問と回答

質問 回答

玄海町の3回目追加接種対象者は誰ですか。 2回目接種を完了し、接種を受ける日に玄海町の住民基本台帳に登録されている18歳以上の方

追加接種対象者の優先順位はありますか。
3回目追加接種に優先順位はありません。2回目接種完了から一定の期間が経過した方から順に接種可能
です。

市町村によって開始時期や対象者などに差がありますか。 ワクチンの分配状況や接種体制により、接種時期は市町で異なります。対象者の優先順位は変わりません。

妊娠中でも大丈夫ですか。
妊娠中、授乳中の方も受ける事ができます。ただし、妊婦または妊娠している可能性のある方には、接種のメ
リットとデメリットをよく検討して接種を判断していただくこととなりますので、かかりつけ医とも十分にご相談く
ださい。

何歳から接種可能ですか。 掲載時点では、18歳以上です。

生活保護受給者も対象ですか。 対象となります。

ワクチン接種を受けられない対象者はいますか。
明らかな発熱・重い急性疾患にかかっている・ワクチンの成分に対し、アナフィラキシー等重度の過敏性の既
往歴がある・その他接種を受けることが不適切な状態にある方
※気になる方は、かかりつけ医にご相談ください。

ワクチン接種に注意が必要な対象者はいますか。

・過去に免疫不全の診断を受けた方
・親近者に先天性免疫不全症の方がいる
・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発達障害等の基礎疾患がある方
・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た
方
・過去に痙攣を起こしたことがある方
・ワクチンの成分に対してアレルギーを起こす可能性がある方
・抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方は接種後の出血に注意してください。

家族で一度に受けたいのだが可能か。 2回目接種日から8ケ月経過した方から順にご案内いたします。ご協力をお願いします。

高齢者や基礎疾患を持っている者が受けても本当に大丈夫なのか。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が、極めて稀
ではあるものの避けることができないものであり、今回のワクチンでも同様であると考えられます。

2回目の接種を受けた後、他自治体に引っ越す予定がある。転居先自治
体で接種対象者になりますか。

転居先の自治体で接種可能です。転入手続きを行う際、必ず接種券及び接種済証を持参してください。

玄海町に住民登録していません。玄海町で接種を受ける事は可能です
か。

可能ですが、住所地外接種となりますので、接種要件があります。まずは、役場にお問い合わせください。

コロナに感染した可能性がある人もワクチン接種の対象者ですか。
接種の対象者です。ただし、受けた治療の内容によっては、治療後から接種まで一定の期間をおく必要があり
ますので、かかりつけ医にご相談ください。

日本国籍を持たない人も接種対象者になりますか。 国籍を問わず住民基本台帳に登録されている方は対象になります。



「予約」に関するよくある質問と回答

質問 回答

予約は必要ですか。 必要です。接種券に同封しております、予約方法をご覧いただき、可能な方法で予約をしてください。

予約はどのように行うのですか。

電話・ＬＩＮＥ・インターネットでの予約ができます。
電話の場合は、コールセンター（0120－661－553）におかけください。
ＬＩＮＥの場合は、メニューの「コロナワクチン予約」からご登録ください。
インターネットの場合は、玄海町ホームページの予約専用サイトからご登録ください。
町内の医療機関では、予約は受け付けておりませんので、ご注意ください。

電話での予約の手順を教えてください。

まず、接種券を手元に置きます。
コールセンター（０１２０－６６１－５５３）に電話します。
オペレータに接種券番号、生年月日を伝えます。
予約可能な日と時間を伝えます。（接種可能な日時・場所は町のホームページや行政放送をご覧ください）
予約できたことを確認したうえで、電話を切ってください。

ＬＩＮＥでの予約の手順を教えてください。

まず、接種券を手元に置きます。
ＬＩＮＥで「玄海町ワクチン接種予約」を友達登録します。
玄海町ワクチン接種予約のメニューにある「ワクチン接種予約」を押します。
予約サイトに移りますので、接種券番号と生年月日を入力し、利用規約に同意するに☑を入れて、次へ。
新規予約を押し、希望の接種会場を選択し、「この会場で予約」を押します。
予約が可能な日時を選択し、次へ。
内容を確認し、間違いなければ、確定します。

インターネットでの予約の手順を教えてください。

まず、接種券を手元に置きます。
インターネットで玄海町のホームページを開きます。
玄海町ワクチン接種予約ボタンをクリックします
予約サイトに移りますので、接種券番号と生年月日を入力し、利用規約に同意するに☑を入れて、次へ。
新規予約を押し、希望の接種会場を選択し、「この会場で予約」を押します。
予約が可能な日時を選択し、次へ。
内容を確認し、間違いなければ、確定します。

事前予約なしで接種を受けることができる医療機関・接種場所はあります
か。

ありません。ワクチンの配分や医療機関の接種体制など制約がありますので、必ず予約が必要です。

予約した医療機関・接種場所や予約日時を変更したいのですが、どうす
ればいいですか。

電話またはインターネットで予約の変更ができます。接種券を手元において、電話の場合は、コールセンター
（０１２０－６６１－５５３）へご連絡ください。ＬＩＮＥやインターネットの場合は、予約時に使用した方法でログイン
を行い、マイページからご確認ください。接種当日のキャンセルは、直接　接種会場へ連絡してください。

予約受付時間は何時から何時までか。
電話での予約は、平日の　8時30分～　19時までです。
インターネットでの予約は、24時間可能です。

予約のキャンセルは可能か。
可能です。コールセンター(0120-661-553）またはインターネット、ＬＩＮＥで可能です。接種当日のキャンセ
ルは接種会場へ直接連絡をお願いします。

3回目の接種の予約のタイミングは？ 3回目の接種券が届き次第、予約が可能です。

一度に複数人の予約ができないか。 本人の代わりに予約を行っていただくことはできますが、ひとりずつの予約となります。

予約の空き状況はどのように確認すればよいか。 コールセンターやインターネットで確認することができます。

自分の予約状況はどのように確認すればよいか。 コールセンター（０１２０－６６１－５５３）やインターネットで確認できます。

平日夜間や土日祝日に接種を受けることができる医療機関・接種場所は
ありますか。

土日の接種予定は、集団接種で実施していきたいと考えています。夜間の接種は現状、予定しておりません。

他自治体で接種を受ける場合、予約は玄海町を通さず他の区市町村の
医療機関に予約すればよいか。

玄海町以外の市町で接種する場合は、希望する医療機関に直接ご相談ください。

予約の時間の間隔は何分単位か。
おおむね１０分～１５分間隔ですが、接種体制や予約枠の都合で会場ごとに異なります。「会場検索」の画面よ
り会場をご検索いただき、こ希望の時間帯をご覧ください。

予約した日に接種が受けられないことはあるか。
ワクチン供給の都合でキャンセルになる可能性もありますが、そのようなことが無いよう予約を受け付けており
ます。

高齢者施設に入居している人が、予約システムを使って、集団接種会場
で接種を受けることはできるのか。

はい。予約できます。接種券をお手元にご準備のうえ、コールセンターやインターネットからご予約ください。た
だし、接種場所への移動はご自身で準備ください。

集団接種会場ではなく医療機関で接種を予約することはできるか。
玄海町内で接種する場合は、全てコールセンターもしくはインターネットでのご予約をお受けいたします。町外
での接種の場合は、かかりつけ医にご相談ください。

当日は診察のみ受けて、接種するかどうかは、医師に相談してから決めた
いのですができるか。

問診の際に、判断していただいて結構です。ただし、予約は必要となりますので、コールセンターやインターネッ
トでご予約下さい。

予約日が近づいたら、リマインド通知は来るか。 インターネットでの予約を行われ、電子メールの登録があれば、予約日前に通知いたします。

2回目の接種を完了した後、3回目が未接種の場合、リマインドを受けとる
ことはできるか。

現時点ではその予定はございません。接種時の接種済証などを活用し、接種のタイミングを管理してください。
2回目接種完了から8ケ月経過時点で、接種券が役場から送られる予定です。

自分以外の分も、自分の接種券番号を使って予約することはできるか。 予約は接種券番号１つにつき、１名しか登録できません。

当日、予約なしで接種会場に行って、接種を受けることはできるか。 原則、予約無しで会場で接種することはできません。事前に予約の上会場にお越し下さい。

予約に健康保険証は必要か。
予約に保険証は必要ありません。当日お越しの際、本人確認が必要ですので、健康保険証をお持ちください。
（運転免許証やマイナンバーカードでも可）

１回目と２回目で異なる予約方法で予約することはできるか。
はい。１回目と２回目で別の方法による予約が可能です。予約方法に関わらず、ご自身の予約や接種のステー
タスに関する情報の記録は、予約サイトに表示されます。

医療機関窓口で、代わりに予約してもらうことはできるか。
町内の医療機関では予約を受け付けておりませんので、コールセンターやインターネットでの予約をお願い致
します。



「ネット予約」に関するよくある質問と回答

質問 回答

予約サイトのURLはどこで確認できるか。 ネット予約のURLはこちらです。　https://vaccines.sciseed.jp/genkai

どんなパソコンでも予約できるか。
インターネットに接続できるパソコンであればご利用いただけます。ただし、WEBブラウザーは最新版をご利用
ください。

予約システムの安全性を説明している資料はあるか。 予約サイトのログインページに表示されている利用規約をご覧ください。

予約サイトにアクセスしてから予約までの手順はどのようになるか？

予約サイトにアクセス後、
・接種券番号と西暦生年月日を入力し、利用規約に同意するにチェックを入れ、次へ。
・新規予約→会場を選択→この会場で予約→希望日時を選択→次へ。
・内容を完了して完了。
予約日前にメールで連絡を受ける場合は、マイページの登録情報変更にて接種者情報を登録してください。

ネット予約の際、どのような個人情報を入力する必要があるのか。
接種券番号と生年月日でログインします。予約日前のメール連絡を受ける場合は、氏名、メールアドレス、電話
番号を登録していただきます。

予約する時に、会場の空き状況は検索はできるか。 はい、会場選択時に表示されます。

予約時に接種するワクチンのメーカーを選べるか。
予約サイトの「接種会場選択」の画面にて、会場ごとの取り扱いワクチンを見ることができます。ご希望のワク
チンを取り扱っている会場をご選択ください。

予約登録にはどのくらいの時間がかかりるか。 5～6分程度の所要時間になります。

予約画面の操作がわかりません。どこに問い合わせればよいか。
操作方法に関しましては、予約サイトの「よくある質問」ボタンを押して操作に関する説明をご覧ください。問題
が解決しない場合は、コールセンターにお問い合わせください。

接種会場へのアクセスはどうやって調べたらよいか。 予約サイトの「予約会場検索」の画面にて、会場の地図を見ることができます。

予約サイトは、日本語以外の言語にも対応しているのか。
多言語に対応しています。メニューから言語を変更してください。英語、中国語(繁体、簡体)、韓国語、ポルトガ
ル語、スペイン語が選択できます。

個人情報の取得に同意できない。どうしたら接種を受けることができる
か。

予約サイトを経由する以外の方法での予約が必要となります。コールセンターへお問い合わせください。

予約の途中で操作を中断した場合の、予約方法を教えてほしい。 再度ログインいただき、メニューの「マイページ」もしくは「予約会場検索」からご予約いただけます。

予約システムの利用規約はどこで見られるのか。 予約サイトのログインページに表示されている利用規約をご覧ください。

日時が満席で予約できない。 申し訳ありません。満席の場合は予約できません。接種会場を変更して検索をお試しください。

接種会場の予約の空き具合はどこでわかるのか。
会場を選択し、予約をする際に確認できます。接種日時予約ページの希望日時をクリックするとカレンダーが
表示され、選択が可能な日にちを選択し、時間ごとの予約状況を確認する事ができます。

接種券番号と生年月日を入れたが、ログインできない。どうしたらよいか。

まずは、以下を再度ご確認ください。
・接種番号が正しいか→１０桁の番号を入力されていますか。
・生年月日が正しいか→西暦で入力されていますか。（例えば１９８５０１０１）
・「利用規約に同意します」にチェックがついているか。
それでもログイン出来ない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。

通知を受けるメールアドレスを変更したいが、どうすればよいか。
予約サイトのメニューの中の「マイページ」から基本情報をご覧いただき、情報変更のボタンを押していただく
ことで修正できます。

予約した後、電話番号を変えたいが、どうしたらよいか。
予約サイトのメニューの中の「マイページ」から基本情報をご覧いただき、情報変更のボタンを押していただく
ことで変更後の電話番号を登録いただけます。

携帯電話の番号も登録できるのか。 携帯電話番号も、基本情報として登録できます。

電話番号は自宅と携帯どちらが良いか。 どちらでも問題ありません。連絡の取りやすい電話番号を入力してください。

メールアドレスを入力しなくても大丈夫か。 登録しなくても予約することは可能です。

どの会場も満員で予約がとれなかった。どうしたらよいか。 予約枠はワクチンの在庫数によって異なります。別の会場で検索してください。

予約会場検索で、正式な会場名がわからないと検索できないか。 会場名の一部を入力していただければ、該当する会場の候補が表示されます。

会場リストの中から希望の会場を予約するにはどうしたらよいか。
リストの中からご希望の会場を選択していただくと、会場の詳細情報が表示されます。画面下部の「この会場
で予約」のボタンをクリックしていただき、ワクチンの種類と希望日時を選択し「予約を確定」ボタンを押してい
ただくことで予約ができます。

予約の途中で「前回接種と予約間隔が短いため予約できません」とエ
ラーが出た。どうしたらよいか。

ワクチンにより、接種の間隔をあけるよう定められています。間隔をあけて再度予約を行なってください。

決められた時間以外に接種を予約することはできるか。 表示されている時間帯のみでの予約が可能です。

予約の途中で「希望時間が満員となったため予約できませんでした」と
エラーが出た。どうしたらよいか。

予約中に満員となっていますので、別の時間や会場を選択して再度予約を行なってください。

日時の選択方法が分からない。
希望日時の「日時を選択してください」の部分をクリックするとカレンダーが表示されます。予約ができる場合
は、日付が黒く表示されていますが、グレー表示されている場合、予約できません。予約可能な日の中から希
望の時間をクリックしてください。

日時を選択してから、会場を選ぶことはできるか。 申し訳ありませんができかねます。会場を選択後、空いている日時を探す順番になります。

予約内容を確認したい。登録した予約を確認したい。 右上メニューのマイページから確認できます。



予約した接種日の予約時刻に来場できなかった。どうしたらよいか。
予約日の翌日に再予約が可能になります。また、当日中であればマイページからキャンセル操作をしていただ
くことで、すぐに再予約が可能となります。（土曜日、日曜日の当日のキャンセルは接種会場にキャンセルの連
絡をしてください。）

予約の変更、キャンセル方法を教えてほしい。

予約サイトのメニューの中の「マイページ」から変更やキャンセルができます。変更の場合、変更をしたい接種
の下にある「予約変更」ボタンを押していただくことで手続きできます。キャンセルの場合「キャンセル」ボタンを
押していただくことで手続きできます。（土曜日、日曜日の当日のキャンセルは接種会場にキャンセルの連絡を
してください。）

接種当日の問診の結果、接種不可になった。いつから再予約ができるか。 当日接種会場で係が手続きを行えば、予約が可能になります。その場で予約していただくことも可能です。

２回目の接種を予約しましたが、受けられなかった。予約し直したいのです
がどうしたらよいか。

当日中であればマイページからキャンセル操作をしていただければ再予約が可能となります。翌日以降であ
れば、マイページをご確認いただきまして、「キャンセル」と表示されていれば再予約可能です。「予約済み」の
ままの場合は係による変更が必要となりますので、役場健康福祉課にお問い合わせください。

ワクチンを接種した後に、予約登録を誤ってキャンセルしてしまった。どうし
たらよいか。

コールセンターにご連絡ください。

ブラウザからの申し込みの場合、予約の確定はどのように通知されるか。 予約の確定は、予約時に確定します。確定した予約は、マイページから確認することができます。

LINEだけでなくスマホ・PC・タブレットからも予約受付可能か。 はい、インターネットに接続できる環境であればWEBブラウザから予約が可能です。

入力した個人情報はどのように扱われるのか。
予約サイトのログインページに表示されている利用規約をご覧ください。個人情報保護方針に関する説明がご
ざいます。



「電話予約」に関するよくある質問と回答

質問 回答

電話予約のとき、本人確認に必要な情報はなにか。 本人確認は接種券番号と生年月日が必要となります。接種券をお手元においてご予約下さい。

予約の確認は電話でできるか。
はい、お電話で予約の確認は可能です。ただし電話が込み合うことが予想されるので、予約サイトからご確認
することをお勧めします。

電話で申し込みした場合、予約の確定はどのように通知されるか。 予約の際、予約することができれば、その予約が確定となります。改めて通知することはありません。

電話申し込みで、電話がつながらない。どうしたら予約できるか。 時間が経ってから、再度電話をおかけ直しください。

予約の変更、キャンセルは電話からできるか。 電話で変更・キャンセルが可能です。コールセンターまでご連絡ください。

電話で予約しましたが、パソコンのブラウザから予約時間を変更すること
はできるか。

はい、できます。ご予約内容は、既にシステムに保持されています。予約サイトのメニューの中の「マイページ」を
ご覧ください。変更をしたい接種の下にある「予約変更」ボタンを押していただくことで手続きできます。

電話予約の電話番号はどこで確認できるか。 玄海町コールセンターの電話番号は、こちらです。0120-661-553（無料)



「LINE予約」に関するよくある質問と回答

質問 回答

スマホで予約する場合、ブラウザを使うのと、LINEアプリを使うのとどちら
がよいか。

ブラウザ、LINEアプリ両方とも、同じ予約方法です。

LINE電話を使った予約はできるか。 ＬＩＮＥ電話での予約は対応しておりません。

予約の確認はLINEからできるか。
はい、LINEから「ワクチン接種予約」サイトに接続して確認ができます。予約ページのメニューの中の「マイ
ページ」をご覧ください。ご予約された会場や日時をご覧いただけます。

LINEからの申し込みの場合、予約の確定はどのように通知されるか。 予約の際に、確定した内容がマイページから確認することができます。改めて通知することはありません。

予約の変更、キャンセルはLINEからできるか。
はい、LINEから「ワクチン接種予約」サイトに接続して変更、キャンセルができます。予約ページのメニューの中
の「マイページ」をご覧ください。変更の場合、変更をしたい接種の下にある「予約変更」ボタンを押していただ
くことで手続きできます。キャンセルの場合「キャンセル」ボタンを押していただくことで手続きできます。

1つのLINEアカウントから2人以上の予約はできるか。
同じLINEアカウントから２人以上の予約が可能です。LINEから予約ページを開き、予約したい方ごとに、接種
券番号と生年月日を入力してログインしていただけば、予約できます。



「実施期間」に関するよくある質問と回答

質問 回答

追加接種はいつから受けられるのか。
ワクチンの量や接種体制に限りがあることから、2回目接種から8ケ月経過後の方より順番に接種券をお送り
します。接種券が届いたら予約が可能です。

接種を行う期間は。 令和3年12月1日から令和4年9月30日までとされています。

1回目、2回目接種をまだ受けていないが、受けられるか。 1回目、2回目も接種可能です。予約は役場健康福祉課へ連絡してください。



「接種会場」に関するよくある質問と回答

質問 回答

どこで受けるのか。
原則、町に住民票を有する場合は、町内の個別接種が可能な医療機関（田渕医院のみ）及び町が開設する
集団接種会場（玄海町役場）です。

足が痛いため接種会場までいけないがどうすればよいか。接種会場まで
送迎はあるのか。

速やかに接種を進めるため、接種会場までの移動について、タクシーを利用された場合1回あたり500円を超
えた分は、町が補助いたします。

医療機関や接種会場に行きたくない。ドライブスルー方式等を導入する予
定はあるか。

ありません。

学校や職場で受けることはできないのか。
現在のところ、集団接種会場若しくは医療機関のみとなります。（1.2回目で職域接種があったところは3回目
もあるかもしれませんが、今のところ未定です。

3回目を受ける場合、医療機関や接種場所は変更できるのか。
できます。ただし、医療会場によって取り扱うワクチン（製薬会社）が異なる場合があります。1.2回目と異なる
ワクチンでの接種も可能です。（交互接種）

家族が高齢者施設入所者だが施設で接種できるか。 高齢者施設での集団接種を予定しております。

家族が拘留中だがどこで接種できるか。 町からの接種券到着後、施設にご確認ください。

家族が障害者施設入所中だが施設で接種できるか。 町からの接種券到着後、施設にご確認ください。

土日祝で接種を受けれる場所はあるか。
集団接種は土日を予定しております。接種会場と接種日時については、予約サイト、行政放送、町ホームペー
ジをご覧ください。

在宅療養中の為、接種会場に行くことができないが、どのように接種を受
ければいいか。

町からの接種券到着後、かかりつけ医にご相談ください。

会場が車椅子に対応しているか知ることはできるか。 集団接種会場は基本的に利用できます。

決められた会場以外で接種を受けることはできるか。 現時点では、決められた会場でのみ接種できます。

接種会場のリストにない、いつものかかりつけ医のところで接種を受ける
ことはできるか。

かかりつけ医にご相談ください。

当日会場には予約時間のどれくらい前に到着すればよいか。 予約した時間に間に合うよう、お時間に余裕を持ってお越しください。

接種時に、子供やペットを一緒に連れて行ってもいいですか。また、接種場
所に託児所はありますか。

託児所はございません。ペットの同伴はご遠慮ください。

接種会場には、同伴者を連れて行くことはできるか。
はい、できます。必要とされる場合、接種にお付添の方とともにお越しいただくことができます。ただ、大人数に
なりますと会場運営に支障が出ますので、必要最小限人数でお越しください。

当日体温を測ってから会場に行く必要があるか。
当日、接種会場に来る前に体温を測り、熱がある場合は接種を見送られ、役場ワクチン接種対策室にご連絡く
ださい。接種時にも体温測定を行います。



「接種券」に関するよくある質問と回答

質問 回答

接種券はどうしたらもらえるか。
2回目接種日から8ケ月経過後に、役場より「接種券付き予診票」、「接種済証」、「新型コロナワクチン追加接
種のお知らせ」などが届きます。

接種券以外に保険証等は必要か。
保険証自体が必要となるわけではありませんが、本人確認書類が必要です。「接種券付き予診票」、同封の
「接種済証」とともに「本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど）」を必ずお持ちに
なってください。

接種券を紛失した場合は再発行可能か。 役場にて接種券の再発行手続きを行っていただくか、コールセンターにお問い合わせください。

接種券を持っていないが、お金を払えば受けることができるか。 接種費用は、全て公費のため無料です。接種券がない場合は、コールセンターにお問い合わせください。

自分は受けないので接種券を他の人に譲ってあげたいが、可能か。 接種券に記載されている本人のみが利用できます。他の人に譲ることはできません。

接種券は、いつ届きますか。 2回目接種完了から、概ね8ケ月経過頃に役場から届きます。

玄海町に住民票を置いているが、現在、町外に住んでいる。この場合接種
券はどこに届くのか。

玄海町の住所に送付します。ただし、郵便局に転送届を出していれば転送先の住所に届きます。

3回目の接種前に、1.2回目の接種済証を紛失してしまったのですが、3
回目の接種を受けるためにどのような手続きが必要か。

3回目追加接種の「接種券付き予診票」と共に、1.2回目の接種記録を記載した接種済証（3回目の接種記
録もこちらに記載予定）をお送りしますので、1.2回目の接種の時に貰った接種済証がなくても接種可能で
す。3回目追加接種の封筒に入っていた「接種済証」を紛失された場合は、役場で再発行できます。

接種証明書のようなものはあるのか。
デジタル庁が発行する携帯アプリでの「接種証明」や、役場で発行する「接種証明書」（紙）があります。また、
3回目接種の時に記載する「接種済証」も接種の証明になりますので、ご活用ください。

接種券をなくしてしまった。再発行はできるか。 できます。申請方法は(1)郵送申請(2)窓口申請(3)電話による申請(4)WEBによる申請

当日、接種券を忘れた場合は受けることができないのか。 接種当日に接種券を忘れた場合は、受付に申し出てください。

接種券の再発行申請が必要な場合は？

・接種券を紛失、滅失、破損等した場合
・接種の発送後に住民票所在地が変更となった場合
・接種券が届かない場合
・住民票及び戸籍に掲載がない場合
・その他接種券の発行が必要であると市町村が認める場合

転出した際に、転出前にすでに受け取っている接種券を使うことはできる
のか？

転出前の接種券をお持ちの場合は、転入届を行われる際に一緒にお持ちください。
転入先の自治体で接種のご相談をお願いします。

接種券をなくし、接種券番号がわからない場合の予約方法を教えてほし
い。

まずは、接種券の再発行が必要になります。役場にて再発行の手続きを行っていただくか、コールセンターにご
連絡ください。

接種券が届いてから、どれくらいの間に予約をすればよいか。
ご希望のタイミングで、接種の予約をすることができます。なるべく早く接種を受けていただくことをお勧めしま
す。



「接種」に関するよくある質問と回答

質問 回答

お金はかかるのか。 全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

受けたくないのだが、強制か。
強制ではありません。新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、しっかり情報提供を行ったうえで、接種
を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになります。

他の予防接種を受けたばかりだが、受けられるか。
原則として、同時に接種はできません。新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに片方のワクチンを受
けてから2週間後に接種できます。

どのくらいの間隔で何回受けるのか。 2回目接種完了から概ね8ケ月経過後に3回目の追加接種をするのが推奨されています。

高齢者の接種について対象者が認知症で接種の判断ができない場合、
家族等が判断してもよいか。

接種には、ご本人の接種意思の確認が必要です。意思を確認しにくい場合はご家族等に協力いただき、本人
の意思確認をお願いします。

接種までの手続きの流れを教えてください。

（１）2回目接種から8ケ月経過後に町から「接種券付き予診票」と「接種済証」、「新型コロナワクチン追加接
種のお知らせが届きます。
（２）ご自身が接種可能な時期が来たことをご確認ください。
（３）接種可能な医療機関や接種会場をお探しください。
（４）電話やインターネットで予約をしてください。
（５）ワクチンを受ける際には、町より郵送される「接種券付き予診票」と「接種済証」「本人確認書類（運転免
許証・健康保険証など）」を必ずおもちください。

接種（受付～体調観察終了）にはどのくらいの時間がかかりますか。
受付から体調観察終了まで、1時間は有すると想定しておりますが、接種状況によってはそれ以上時間がかか
る可能性があります。

接種時に、障害者や日本語に不慣れな外国籍の人はサポートを受けられ
ますか。

検討中です。

接種のリスクはあるか。
副反応の可能性もあるが、数日以内の時間経過で治るものが大半であり、全体的にリスクを上回る効果があ
ると考えられることから、同感染症の蔓延防止を図るため希望者の方に接種を提供することにしています。

持病があり薬を飲んでいるが、接種して大丈夫か。
飲んでいることでワクチンが受けられないことはありませんが、基礎疾患、免疫不全、病状が重い方などは、接
種を慎重に検討した方が良い場合もあるので、かかりつけ医とご相談されてください。

接種にあたって必要となるものは何か。 町から送付する「接種済証」、「接種券付き予診票」、「本人確認書類」、お薬手帳（お持ちの方）が必要です。

マイナンバーカードは必要か。 必須ではございません。ただし、本人確認書類としては有効になります。

手術したばかりだが接種できますか。 受けた手術の内容や内服している薬の状況によりことなりますので、かかりつけ医にご相談ください。

接種時に必要な本人確認書類とは何か。 マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等です。

これまでに予防接種で副反応がでたことがあるが、接種を受けることはで
きるか。

かかりつけ医もしくは問診時にご相談の上、接種を受けてください。

接種を受ける際に留意することはあるか。 会場でも予防対策は行っていますが、マスクの着用や手指消毒等はこれまでと同様に行ってください。

3回目の接種から8ケ月以上過ぎてしまったがどうしたらよいか。
原則として、2回目の接種から8ケ月後に3回目の接種を受けます。2回目から8ケ月を超えた場合は、できるだ
け早く3回目の接種を受けてください。

麻痺などで本人による自署が困難です。 ご家族に代筆してもらい同意の意思を示すことが可能です。

コロナの抗体を持っているが、接種は必要か。

新型コロナワクチンに関する正確な情報に関しましては、以下のサイトをご覧ください。
厚生労働省のホームページ「新型コロナワクチンについてのQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00222.html
その他には、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター電話番号：０１２０－７６１７７０（フリーダイヤル）受
付時間：９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施)に問い合わせることもできます。

予診票はどこで記入するのか。
接種券付き予診票を郵送しますので、分かる範囲で結構ですので、事前に記入して会場にお越しください。も
ちろん、当日に接種会場でも記入していただけます。

当日行けなくなったので、他の人に接種を譲ることはできますか。 譲渡できません。行けなくなった場合は速やかにキャンセルのご連絡をお願いします。

どこの自治体で接種が受けられるか、確認する方法を教えてくほしい。
住民票の所在地の市町村で接種を受けることができます。やむを得ない事情により、住民票所在地の市町村
以外での接種を希望される場合は、手続きが必要となりますので、接種を希望される場所の自治体にお問い
合わせください。



「ワクチン」に関するよくある質問と回答

質問 回答

ワクチンの種類は選べるのか。

接種を受ける時期に供給されているワクチンを接種することになります。また、複数のワクチンが供給されてい
る場合は、1.2回目のワクチンと種類が違うワクチンでも接種可能です。（ファイザー⇔モデルナ）また、接種の
時期に希望されているワクチンがない場合は、接種会場を変更されるか、接種の時期をずらしていただいてお
ります。（ワクチンの供給次第なので、接種の時期は未定です。）

効果はどの程度続くのか。

米国での研究結果によると、ファイザーワクチンを接種された人の予防効果は、2回目接種後1ケ月以内では
88％であったところ、5～6ケ月後には、47％にまで有意に低下したとの報告があります。発症予防効果につ
いても、4ケ月以降では、83.7％であり、経時的に低下していくことが確認されています。また、入院予防効果
や重症化予防効果は、2回目接種から6ケ月後まで維持されるとの報告がある一方、60歳以上において、接
種完了から半年以降で、重症例の発症率に上昇傾向が見られたという報告もあります。このようなデータを踏
まえ厚生労働省の審議会で議論された結果、感染拡大防止及び重症化予防の観点から海外の状況やワクチ
ン効果の持続期間の知見を踏まえ2回目接種から8ケ月経過した方に、追加接種を実施することとされまし
た。

日本製のワクチンはあるのか。 日本製のワクチンも開発中ですが、今のところ海外製のワクチンが主流となっています。

変異種にも対応しているのか。
一般論として、ウイルスは絶えず変異をおこしていくもので、小さな変異でワクチンの効果がなくなるというわけ
ではありません。ファイザー社のワクチンでは、変異株の新型コロナウイルスにも作用する抗体がつくられたと
いう実験結果も発表されています

ワクチンは全員分用意できるのか。 全国民分のワクチンの数量の確保を目指しています。

ワクチンは選べるか。
受ける時期に供給されてるワクチンを使います。1回目2回目に接種したワクチンと違う種類のワクチンも接種
可能です。接種の時期に希望されるワクチンの接種を行っていない場合は、接種会場の変更や接種の時期を
ずらしてのご予約をご検討ください。

ワクチンはマイナス70度で管理しなくてはならないと聞いたが、どの様に
管理するのでしょうか。

ファイザー社のワクチンはマイナス70度で管理します。接種会場には専用の保冷バッグで配送し、会場では冷
蔵庫で保管します。配送方法や冷蔵保管については、国の基準に基づいて管理します。

接種を受けるワクチンの種類を予め知りたいです。 予約時や町からのお知らせなどで、ご確認ください。

何回ワクチンを接種すればよいか。

今のところ原則3回接種となっております。
ワクチンに関する一般的な疑問は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
「新型コロナウイルスに関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.
html

ワクチン、予防接種とは何か。

一般に、感染症にかかると、原因となる病原体（ウイルスや細菌など）に対する「免疫」（抵抗力）ができます。
免疫ができることで、その感染症に再びかかりにくくなったり、かかっても症状が軽くなったりするようになりま
す。
予防接種とは、このような体の仕組みを使って病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチン
を接種することをいいます。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
厚生労働省のホームページ「新型コロナワクチンについてのQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00222.html

新型コロナワクチンの安全性について教えてください。

現在、開発中の新型コロナウイルス感染症のワクチンの副反応については国内外の臨床試験等でどのような
ものが起こりうるか確認されているところです。
臨床試験では、有効性・安全性等に関するデータを収集するため、健康な方や患者さんに協力してもらい、開
発中のワクチンを実際にヒトに投与して試験します。
その後、臨床試験の結果などに基づいて、ワクチンの有効性・安全性、品質についての審査が行われ、ワクチン
が承認されます。
また、ワクチンの接種が開始された場合には、副反応を疑う事例を収集し、専門家による評価を行います。こう
した結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行なっていきます。詳しくは以下のサイトをご覧
ください。
厚生労働省のホームページ「新型コロナワクチンについてのQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00222.html

日本での接種状況や副反応の発生件数などの情報はどこで見られるか。
ワクチンの接種が開始された後に、国が副反応を疑う事例を収集し、専門家による評価を行います。こうした
結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行なっていきます。
詳しくはコロナワクチン接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」や厚労省のホームページをご覧ください。

1.2回目にどの種類のワクチンを接種したか不明な場合、3回目を予約す
るにはどうしたらよいか。

接種したワクチンは予約サイトのマイページでも確認できますし、コールセンターにお問い合わせください。ま
た、1.2回目と違うワクチンの接種も可能ですので、どのワクチンでも選択していただけます。



「副反応」に関するよくある質問と回答

質問 回答

副反応とはどういったものか。
予防接種の後に熱が出たり、気分が悪くなったり、腫れたり、しこりができたりする事がありますが、そのほとん
どが2～３日で自然に消えてしまいます。このような好ましくない変化を副反応と言います。

副反応にはどのようなものがあるか。

現在接種可能な海外のワクチン（ファイザー社、アストラゼネカ社、モデルナ社、ワクチン）では、ワクチン接種
後に、ワクチン接種と因果関係がないものも含めて、接種部位の痛みや、頭痛･倦怠感･筋肉痛等の有害な事
象がみられたことが発表されています。モデルナ製のワクチンでは、上記に加え、ごくまれに心筋炎・心膜炎の
発症が報告されています。特に若い男性にみられます。（詳細は、副反応に関する審議会資料をご覧くださ
い。）
また、まれな頻度でアナフィラキシー（急性アレルギー反応）が発生したことが報告されています。
もし、アナフィラキシーが起きたときには、接種会場や医療機関ですぐに治療を行うことになります。詳しくは以
下のサイトをご覧ください。
厚生労働省のホームページ「新型コロナワクチンについてのQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00222.html

アナフィラキシーとは何か。 薬や食べ物が身体に入ってから、短時間で起きることのあるアレルギー反応です。

アナフィラキシーの症状は。
じんましん等の皮膚症状、腹痛や嘔吐等の消化器症状、息苦しさ等の呼吸器症状が急におこります。血圧の
低下に伴い意識レベルの低下（呼びかけに反応しない）や脱力をきする様な場合をいいます。

アナフィラキシーの治療法は。

予防接種後に、息苦しさ等の呼吸器症状が見られれば、接種会場や医療機関で、まずアドレナリン（エピネフ
リン）という薬の注射を行います。その後、症状を軽くする為に、気管支拡張等の吸入や抗ヒスタミン薬、ステロ
イド薬の点滴や内服なども行います。接種後に、もしアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応可能なよう、接
種会場や医療機関では、医薬品等の準備をしています。

アレルギー反応はあるのか。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が、極めて稀
ではあるものの避けることができないものであり、今回のワクチンでも同様であると考えられます。

これまで認められる副反応にはどのようなものがあるか。
ワクチン接種後に、ワクチン接種と因果関係がないものも含めて、接種部位の痛みや、頭痛・倦怠感・筋肉痛
等。稀な頻度でアナフィラキシー（急性アレルギー反応）が発生した事が報告されています。

接種後に体がだるくなったが、副反応か。
ワクチン接種後には、免疫反応が起こるために、発熱・倦怠感・頭痛等の症状が出ることがあります。数日間で
改善していくことが多いですが、症状がひどい場合、治らない場合には、医療機関にご相談ください。

副作用が出た場合、責任をとってくれるのか。

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が、極めて稀
ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によっ
て健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基ずく救
済(医療品・障害年金等の給付)が受けられます。
詳しくは以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。「予防接種健康被害救済制度」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/

2回目の接種で副反応が出た。3回目の予約をしてもよいか。
接種の予約はせずに、かかりつけの医師や医療機関にご相談ください。
かかりつけ医がいないなど相談先に迷った場合は、役場ワクチン接種対策室にご相談ください。



「接種後」に関するよくある質問と回答

質問 回答

接種後はマスクなしでも大丈夫か。
ワクチンを接種したからと言って感染のリスクがゼロとなったわけではありませんので、引き続き感染予防、手
指消毒、3密を避けることの徹底をお願い致します。

接種後発熱した場合どうしたらよいか。
ワクチンによる発熱は接種後1～2日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用いただくなど
して、様子を見ていただくことになります。

接種後、お風呂やシャワーは大丈夫か。 接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。

接種後やってはいけない事はあるか。運動や入浴、飲酒等。 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は避けてください。

ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬を飲んでも
よいか。

市販の解熱鎮痛薬で対応いただくことも考えられますが、特に下記のような場は、主治医や薬剤師にご相談く
ださい。
・他の薬を内服している場合や、現在治療中の場合
・激しい痛みや高熱など、症状が重い場合や、症状が長く続いてる場合
・ワクチン接種後としては典型的でない症状がみられる場合

接種後に気をつけることはあるか。

ファイザー製ワクチン使用の場合
・ワクチン接種後15分以上(過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気
分が悪くなったり、失神等を起こしたことがある方は30分以上)接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に
異常を感じた場合は、速やかに医師へ連絡してください。(急に起こる副反応に対応できます)
・注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないように
してください。
・当日の激しい運動は控えてください。モデルナ製のワクチンでは、上記に加え、ごくまれに心筋炎・心膜炎の
発症が報告されています。特に若い男性にみられます。

接種したら制限無く行動できるようになりますか。
接種すれば感染症の発症を予防できると期待されていますが、受けた方から他人への感染の予防がどの程
度かは、まだ分かっていません。引き続き感染対策をお願いします。

ワクチン接種後に比較的に起きやすい症状はあるか。

頭痛、疲労、悪寒(寒気)、関節痛等があります。ワクチンによる発熱か、新型コロナウイルス感染症かを見分け
るには、発熱以外に、咳や咽頭痛、味覚・臭覚の消失、息切れ等の症状がないかどうかが、手掛かりとなりま
す。(ワクチンによる発熱では、通常これらの症状は見られません)また、モデルナ製のワクチンでは、上記に加
え、ごくまれに心筋炎・心膜炎の発症が報告されています。特に若い男性にみられます。ワクチンを受けた後、2
日以上咳が続く場合や、症状が重い場合、ワクチンでは起こりにくい上記の症状が見られた場合には、医療機
関等への受診や相談をご検討ください。



全般

質問 回答

ワクチンは必ず受けなければいけないのか。

新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、強制ではありません。
しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上
で、自らの意志で接種を受けていただいています。
受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
詳しくは厚生労働省のホームページ「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html

受けないことによるペナルティはあるのか。
ありません。新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける
方の同意がある場合に限り接種を行うことになります。

やむを得ない事情があり、住民票を置いていない自治体で接種を受ける
場合、どうすればよいか。

以下の項目に当てはまる場合は、接種を受ける際に医師へ申告を行ってください。当てはまらない場合は、申
請が必要となりますので、接種を受ける自治体へご連絡ください。
・入院、入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・災害による被害にあった方
・拘留または拘留されている方、受刑者
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である方なお、当該対象者は、接種を受け
る時点において、現にその状態である方に限ります。

やむを得ない事情で住民票所在地外で接種を受ける者の、やむを得ない
事情とは何か。

・出産の為に里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティックバイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・入院・入居者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・災害による被害にあった者
・拘留・または、留置されている者、受刑者
・その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者

当日会場に行くと、住所地外接種届出済証が必要だと言われましたが、
どこで入手することができるか。

役場　健康福祉課、コロナワクチン接種対策室で、ご相談ください。

他の市町村で接種を受ける場合の接種券は玄海町の接種券でよいか。

住民票所在地外で接種を受けられる方は、接種を受ける市町村に事前に届出を行い、「住所地外接種届け
出済証」を受理する必要があります。交付方法は、
(1)郵送申請
(2)窓口申請
(3)WEB申請
※必ず接種券をお持ちの上、申請してください。また、住所地外接種の申請受付期間は、住所地外接種者が
接種を受けることができる期間になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※「唐
津市のかかりつけ医」や「職域接種」で接種する場合、住所地外接種届は必要ありません。

接種の初回（1.2回目）接種後に玄海町から転出しますが、3回目の接種
はどうしたらいいか。

転入先の自治体へ転入届を提供すると、転入先の自治体から新しく接種券が発行されます。前自治体で接種
した1.2回目の接種済証明書は保管ください。

追加接種に関して町からどのようなお知らせが届きますか。
接種券付き予診票、接種済証、新型コロナワクチン追加接種のお知らせ、ワクチンについての説明書、予約手
続き方法などを一緒に同封して送付する予定です。

接種に関する情報が足りないため、接種するかどうか迷っている。相談窓
口を教えてほしい。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター電話番号：０１２０－７６１７７０（フリーダイヤル）受付時間：９時
００分～２１時００分（土日・祝日も実施）があります。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
厚生労働省のホームページ「新型コロナワクチンについてのQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00222.html


