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　２回目接種が完了した１８歳以上のかたを対象に、接種時期が近付いたら、３回目接種に必要な「接種券一体型予診票」を
送付します。国の方針によって、２回目接種完了から８か月経過を待たずに接種できることとなりました。市では、ワクチン
供給量や市の接種体制が整い次第、追加（３回目）接種を前倒しして実施します。

★「接種券一体型予診票」は、２回目接種が完了した日にちの順番で送付しますので、届いたら予約してください
★「接種券一体型予診票」の送付時期については、市ホームページでお知らせします

新型コロナワクチン
  追加（3 回目）接種のお知らせです

問 佐倉市健康管理センター
　 ☎ 485-6711・485-6712

接種券一体型予診票が届いたら…

   接種の予約をしてください
【インターネットで予約】

【電話で予約】

【医療機関で予約】

詳しくは、右の「ワクチン接種予約サイト」を
確認してください（予約サイトの予約の流れは、
2・3ページに掲載しています）。

＜新型コロナワクチン接種コールセンター＞
フリーダイヤル　☎ 0120 - 387 - 052

上記封筒に同封する「接種会場一覧表」または、
市のホームページを確認し、決められた予約方
法で予約してください。

― 市の職員が予約をお手伝い ―
　ご自分で予約することが困難なかたは、市の施設の窓口に
お越しいただければ、市職員が予約のお手伝いをします。
※詳細は、4ページに記載しています

受付時間　午前 8時 30分～午後 5時（土日、祝日も実施）

新たな変異株であるオミクロン株の感染が、国内でも拡大しています。オミクロン株による、さら
なる感染拡大を引きおこさないよう、引き続き基本的な感染対策の徹底をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しています

※今号に掲載している内容は 1月 14日現在の内容です

↑この封筒が届きます

接種券一体型予診票→

接種券番号
（10ケタ）

▣接種当日は、肩
を出しやすい服装（T
シャツなど）で会場
へお越しください

接種位置

↑この封筒が届きます

1・2回目と異なるワクチンを用いて1・2回目と異なるワクチンを用いて
   3 回目の接種をした場合の   3 回目の接種をした場合の安全性安全性とと効果効果
英国では、2回目接種から 12週間以上経過した後に、

さまざまなワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研
究が行われ、その結果が報告されています。

3 回目の接種後 7日以内の副反応は、1・2回目
と同じワクチンを接種しても、異なるワクチン
を接種しても、安全性の面で許容されます。

安全性安全性

効 果効 果
1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた
人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場
合と、武田 /モデルナ社ワクチン（※）を受けた場
合のいずれにしても、抗体価が十分上昇します。

（※）武田 /モデルナ社ワクチンは、3回目は 50㎍接種することになっていま
　　　すが、本研究では 100㎍接種した結果が報告されています

ワクチンの組み合わせ 抗体価

出典：Munro APS.et al.The Lancet.Decembar 2021

ファイザー ファイザー

ファイザー ファイザー ファイザー

モデルナ 抗体価は抗体価は
上昇上昇

→ →
→ →

※電話がつながりにくい場合があります
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下記の画面から下の赤いボタンを選択

新型コロナワクチン接種～3回目接種の予約方法～

ワクチン接種予約サイト（https://sakura.
hbf-rsv.jp）にアクセスしてください。

①①

②②

③③

接種券番号と生年月日を入力してログイン

青いボタンをクリックしてください

会場または日付から予約方法を選択
（今回は会場から選択の画面から行います）

④④

希望の会場を選択してください

⑤⑤

希望の地区から
「個別会場」または
「集団会場」を選択

希望日と希望時間を選択後、電話番号を入力し、
「確認画面に進む」をクリックしてください

⑥⑥

接種日・時間・
電話番号の入力
が終わったら、
確認画面に進む
のボタンを押す

⑧⑧ 予約完了画面が開きます

⑦⑦ 接種予約内容を確認の上、「予約の確定」を
クリックしてください

10 ケタの接種券
番号と生年月日を
入力後にクリック

ワクチンの種類が選べます。
接種場所の背景の色が、青色
がファイザーで赤色がモデル
ナです。医療機関選択の際は
ご注意ください。

⑤⑤へへ

「対象者の要件」および「ワクチンの種類」を
必ず確認の上、希望の会場を選択してください

モデルナ

確認画面の内容
に間違いがなけ
れば予約の確定
ボタンを押す

モデルナ

モデルナ

― 市の職員がインターネット予約をお手伝いします―
ワクチン接種の予約が困難なかたは、市の施設の窓口にお越しいただければ、市の職員が予約のお手伝いをします。
対象 市内在住の「接種券一体型予診票」が届いていて、ワクチン接種の予約をしていないかた ※詳細は、4ページに記載しています
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～ 3回目接種予約の変更方法～

①① ③③

②② 接種券番号と生年月日を入力してログイン

青いボタンをクリックしてください

左ページの④～⑧と同様に、変更後の会場・日
時を選択し、予約し直してください

３回目の接種予約をしてい
ると、ログイン後に予約状
況の画面が表示されます

　市の L INE、メールで通知しますので、下記の方法で登録してください。市ホームページでもお知ら
せします。L IN Eなどを使用しないかたは、健康管理センターまたはお近くの公共施設にお問い合わせ
ください。

公式 LINE アカウント公式 LINE アカウント

友だち追加ボタンから登録
ID：@sakuracity_chiba

メール配信サービスメール配信サービス
防災行政無線の放送内容や、新型コロナウ

イルス感染症関連情報を、メールでお知らせ
するサービスです。※登録無料

sakura@emp.ikkr.jp に
空メールを送信

　子育て世代への情報発信を中心に、
新型コロナウイルス関連情報・災害情報など
の情報をお届けしています。

佐倉市ホームページ佐倉市ホームページ
接種予約開始日が決定しだい、

情報を掲載しますのでご確認くだ
さい。予約状況や接種実績のほか、
接種予約する際の注意点などもご
確認いただけます。

ワクチン接種予約サイト（https://sakura.
hbf-rsv.jp）にアクセスしてください。

キャンセルをしてから予約を取り直さなくても、予約の確認画面から予約の変更が
できるようになりました。

問い合わせ　佐倉市健康管理センター ☎ （485）6711 ・☎（485）6712

下記の画面から下の赤のボタンを選択

10 ケタの接種券
番号と生年月日を
入力後にクリック

④④
※変更前の予約は、自動的に取り消されます

③の画面の右下「予約をキャンセルする」ボタンか
ら取り消しできます

新型コロナワクチン接種予約の最新情報は、下記の方法でお知らせします

予約を取り消したいときは

③③へへ

モデルナ

モデルナ
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まずは身近な医療機関（かかりつけ医など）に電話相
談を。かかりつけ医などがいない場合や相談先に困っ
たときは相談窓口に連絡。

◆千葉県発熱相談コールセンター（24時間）   
　  ☎ 0570（200）139
◆佐倉市健康管理センター（平日 8：30～ 17：15）　 
　　☎（485）6711
◆発熱外来指定医療機関（県ホームページをご覧ください）
※かかりつけ医などの身近な医療機関がない
　　場合、お近くの発熱外来指定医療機関に電
　　話で相談してください
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新型コロナワクチン接種に関する情報

対象 市内に在住の「接種券一体型予診票」が届いていて、
ワクチン接種の予約をしていないかた
場所 ❶市役所、健康管理センター、保健センター  ❷出張
所・派出所、サービスセンター、コミュニティセンター、
公民館、図書館
時間 ❶平日の午前 8時 30分～午後 5時 15分  ❷午前９
時～午後５時（休館日を除く） ※予約は不要です。各施設
の窓口の混雑状況によりお待ちいただく場合があります
持ち物　接種券一体型予診票、スマートフォン（持ってい
るかた）
問い合わせ　健康推進課☎（485）6711
◉予約を確約するものではありません。予約枠の空き状況
によっては、予約が取れない場合があります。

ワクチン接種のインターネット予約ワクチン接種のインターネット予約をを
　　　　　　　　　　　　 佐倉市の職員佐倉市の職員ががお手伝いしますお手伝いします

【オール佐倉・ワクチン接種予約応援プロジェクト】【オール佐倉・ワクチン接種予約応援プロジェクト】

予約を希望するかたのスマートフォンまたは市の
パソコンを使用して、市の職員が接種予約のお手伝い。

※看護師などが 24時間体制で相談に応じます

☎ 03（6412）9326　（24時間 土・日曜、祝日含む）

新型コロナワクチン副反応等新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口専門相談窓口

【千葉県新型コロナウイルス感染症に係る PCR 等検査無料化事業】
県では、新型コロナウイルス感染症に係る PCR等検査を無料で実施しています。詳細は、千葉県ホームページをご覧ください。

　集団接種会場「市民体育館」へ送迎バスを運行します
　京成佐倉駅と JR佐倉駅から、送迎バスを運行します。詳細が決
まりましたら、市ホームページなどでお知らせします。

　1・2回目の接種が済んでいないかたへ
　現在、接種できる医療機関が少なくなっていることから、希望
する日時に予約が取りづらくなっていますが、ワクチン接種が済
んでいないかたは、接種について検討してください。

　こども（5歳～ 11歳）のワクチン接種について
　国において、5歳～ 11歳のお子さんのワクチン接種について検
討されています。詳細が決まりましたら、市ホームページなどで
お知らせします。

　集団接種会場の予定

会場 日にち
イオンタウンユーカリが丘 2月 1日㈫～ 3月 6日㈰

市民体育館 3月 9日㈬～ 3月 27日㈰
※ 3月 28 日㈪以降については、ワクチンの供給量が未定となっている
ことから、決まり次第、市ホームページなどでお知らせします

ワクチンに関するQ＆A
Q  佐倉市で扱うワクチンの種類は何ですか？
A   ファイザー社製と武田 /モデルナ社製の 2種類です

Q 1・2 回目はファイザーを接種しました。
3回目はモデルナを接種できるのですか？
A 3 回目の接種では、1・2 回目の接種時と違うワクチンの
種類を接種すること（交互接種）が可能となります。「ファ
イザー」「モデルナ」 どちらのワクチンの種類を選択して
も、感染予防に一定の効果があると国が示しています。

※国から供給される「ファイザー」「モデルナ」2種類のワク
チンの供給量は、半々程度となります。接種対象者が希望す
るワクチンがどちらかに集中すると、ワクチンの供給が間に
合わない場合があります。接種時期、予約の空き状況などを
踏まえて、ご検討ください。

Q 集団接種会場で接種するワクチンの種類は何ですか？
　また、 医療機関で接種するワクチンの種類は何ですか？
A 集団接種会場（市民体育館、イオンタウンユーカリが丘）で
は、武田/モデルナ社製のワクチンを接種します。また、医療
機関により異なりますが、医療機関は主にファイザー社製です。

「コロナワクチンもったいないバンク」への
　　　　　　　　　　　　　登録を受け付けます

接種予約の急なキャンセルによるワクチン廃棄を防ぎ、
対象のかたへ速やかに接種できるよう、「コロナワクチン
もったいないバンク」への登録を受け付けます。

登録されたかたへは、医療機関や集団接種会場でワクチ
ンの余りが発生したときに、市から電話で連絡します。連
絡後、１～２時間以内に余りが発生した会場へ自力で行け
るかたに接種を行います。
対象　市内在住で接種券一体型予診票をお持ちのかた
※すでに3回目接種の予約をされているかたも対象です
登録方法　電子申請システムから申請。また
は、申請書を記入し窓口で提出または郵送で。
※電話での登録はできません
◉申請方法の詳細、申請書配布場所などは、
市ホームページをご覧ください
問い合わせ 「コロナワクチンもったいないバンク」事務局

☎ 080（5742）7517、☎ 080（6377）4143

電子申請
システム

発熱などの症状を感じたら発熱などの症状を感じたら
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