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ワクチンは徐々に供給されるため、接種券を段階的に発送します。 

接種券到着直後は、電話予約が大変混雑し、電話がつながりにく 

くなることが予想されます。 
 

希望するすべての人に接種ができますので、ご安心ください。 

ワクチンの供給量に応じて順次予約を受け付けします。 
 

新型コロナウイルスワクチン接種にかかる費用は無料です。 
 

現在、国が確保するファイザー社のワクチンは２回接種します。 

御殿場市民会館 集団接種会場 

 

新型コロナウイルスワクチンとは 

集団接種の対象者と会場 

接種当日の注意事項 

接種券と同封物を確認・接種予約 

接種について・問い合わせ先 

この案内でお知らせする内容 

新型コロナウイルスワクチン接種を行います 

接種は日時指定の完全予約制です 

インターネット予約または電話予約をご利用ください 
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御殿場市ワクチン接種 

インターネット予約サイト 

スマートフォンや 

パソコンが便利！ 

毎日 24時間受付 

御殿場市ワクチン接種 

電話予約コールセンター 

送付された 

封筒に記載 
受付時間 平日 午前９時から午後５時 

希望するすべての人に接種ができますので

安心してください。ワクチンの供給量に応

じて順次予約を受け付けします。 

      インターネット予約サイト 

      電話予約コールセンター 

４月２６日（月）午前９時から 

受付開始 



 

 

新型コロナウイルスワクチンとは 

新型コロナウイルス感染症とは？ 

世界中で感染が広がり、今なお感染者が増え続けている新型コロナウイルス感染症。

肺炎などの重い病気を引き起こすウイルスです。 

感染すると平均５～６日、最長２週間程度でさまざまな症状が現れます。 
 

主な症状｜発熱、咳、体がだるい、喉の痛み、頭痛、筋肉痛、味覚嗅覚異常 等 
 

※重症化すると肺炎や腎不全を引き起こし、死に至るケースもあります。ただし、感染していても 

特に症状が現れない無症状感染者も少なくありません。誰もが感染する可能性があります。 

新型コロナウイルスワクチンの有効性について 

新型コロナウイルス感染症の予防 

本ワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症・重症化を予防するものです。 
 

ワクチン接種後も基本的な感染予防対策（マスク着用、密集、 

密接及び密閉の回避、手洗いや咳エチケット等）が必要です。 
 

ワクチンを受けた人の方が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を 

発症した人が少ないということがわかっています。 

 

新型コロナウイルスワクチンの種類について 

集団接種で使用するワクチンは、ファイザー社のワクチン（コミナティ）です。 
 

発症予防効果は約９５％です。 

 

ファイザー社では、ワクチン接種を受ける方とそのご家族の方々のために、最新の情報を確認できる 

ウェブサイトを用意しています。 （ホームページ URL https://pfizer-covid19-vaccinated.jp） 
 

検 索 ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とそのご家族の方々のためのサイト 

 

令和３年３月末現在、日本で薬事承認されている新型コロナウイルスワクチンはファイザー社のみです。 

新型コロナウイルスワクチンの接種間隔 

本ワクチンは２回接種する必要があります。初回接種後、３週間の間隔で２回目を接種

してください。（接種後３週間を超えた場合は、できるだけ速やかに２回目の接種を受

けてください。） 
 

 

●他の予防接種との間隔について 

前後に他の予防接種を行う場合は、原則として１３日以上の間隔をあけてください。不明な点等が 

ありましたらワクチン接種全般に関する市の相談コールセンターまでお問い合わせください。 

相談コールセンター☎０８０－６６５３－７８５９（平日 午前８時３０分から午後５時１５分） 
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新型コロナウイルスワクチンの副反応について 

接種後は、ご自身の体調に注意しましょう。 
 

接種後すぐに現れる可能性がある症状について 
 

アナフィラキシー 
 薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。 
 

血管迷走神経反射 
 ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、 

時に気を失うことがあります。 
 

接種後、数日以内に現れる可能性のある症状について 
 

発現割合 症 状 

５０％ 以上  接種部位の痛み、疲労、頭痛 

１０－５０％  筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ 

 １－１０％  吐き気、嘔吐 
 

●新型コロナウイルスワクチン副反応に関する 市の相談コールセンター 
 （平日の午前８時３０分から午後５時１５分（土・日・祝日を除く）） 
 

☎ 副反応に関する相談コールセンター  ０８０－６６５３－７８９６ 

 

治療中の方は事前にかかりつけ医に相談を 

ワクチン接種は医師の判断（診察）が必要な医療行為です。 
 

現在治療中の方や新型コロナウイルスワクチン接種に関して 

気にかかることがある場合、かかりつけ医に相談してください。 

ワクチン接種の希望について 

新型コロナウイルスワクチン接種は強制ではありません。予防接種による感染症予防

の効果と副反応のリスク双方について理解したうえで、自らの意思で接種を受けてい

ただきます。周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱

いをすることのないようお願いいたします。 

ワクチン接種後の一般的な注意事項 

ワクチン接種後の一般的な注意事項は次のとおりです。 
 

・ワクチン接種を受けた後は、会場で１５分～３０分程度様子をみます。 

・接種部位は清潔に保ちましょう。当日の入浴は差し支えありません。 

・接種当日は激しい運動は避けましょう。 

・接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、すみやかに医師の 

診察を受けましょう。 
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厚生労働省ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

ファイザー社の 

新型コロナワクチンについて 



 
 

集団接種の対象者と会場 

集団接種の対象者について 

接種方法は、市が設置する特設会場で行う『集団接種』、高齢者施設で行う『施設接種』、

かかりつけ医などの身近な医療機関で行う『個別接種』の方法があります。 
 

本市ではファイザー社のワクチン接種体制が整いましたので、６５歳以上の高齢者に

対して『集団接種』を行います。集団接種会場では、接種後の経過観察を行うための待

機場所を設け、医師と看護師が常駐し、すぐに対応を行える体制となっています。 
 

高齢者施設での『施設接種』は、今後のワクチン供給量等に応じて、順次行います。 

詳しい日程等は施設にお問い合わせください。 
 

 ワクチンの供給量とワクチンの種類に応じて引き続き接種の進め方を検討し、ワクチンを必要とする皆さんに 

 迅速に接種できるように体制を整えていきます。 

集団接種実施会場 

会場  御殿場市民会館（小ホール）  住所 御殿場市萩原１８３－１ 

集団接種の実施期間と接種可能日時について 

実 施 期 間  令和３年 ５月８日（土）から ７月２１日（水） 
※ワクチンの供給により変更する場合があります 

 

接種可能日時  実施期間中の次の曜日・時間に接種会場を開設します。 
 

水曜日・木曜日・土曜日…午後の部（午後１時から午後４時） 

日曜日…午前の部（午前９時から正午）・午後の部（午後１時から午後４時） 
 

※接種は日時指定の完全予約制です。必ず予約した日時に会場（御殿場市民会館）へお越しください。 

※予約できる日時についてはインターネット予約サイトまたは電話予約コールセンターで確認してください。 

※国の指示やワクチン供給量に応じて変更がある場合には、市ホームページや同報無線でお知らせします。 

接種までのながれ 

接種券（この通知に同封されています）が届いたら、インターネット予約サイトまたは 

電話予約コールセンターで１回目の接種日時を予約。（接種券番号を確認してください） 

（接種１回目・２回目共通）予約した日時に『接種券』『予診票（家で記入しておく）』『本人 

確認書類（運転免許証または健康保険証等）』を会場（御殿場市民会館）へ持参してワクチン接種。 

インターネット予約サイトまたは電話予約コールセンターで２回目の接種日時を予約。 

予約した日時に１回目と同じように接種を受ける。 

接種を受けた際に発行される予防接種済証は、接種の証明になるものですので、大切に保管してください。 

➋ 

➌ 

➊ 
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接種費用について 

無料です。 ※この予防接種は全額公費で接種を行います。 
 

ご注意ください！ 警察署によると、保健所や自治体職員を装い「高齢者を対象に PCR検査とワクチン

接種ができる。予約金が必要だ。」などと金銭を要求する電話が確認されています。行政機関等が、新型

コロナウイルスワクチン接種に関して、現金を要求することはありません。 

接種が受けられない方 

次に当てはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合は、 

必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。 
 

・明らかに発熱している方 

・重い急性疾患にかかっている方 

・本ワクチンの成分に対し重度の過敏症の既往歴のある方 

・上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある方 

住民登録地以外での接種について 

入院先の医療機関や入所中の施設で 

新型コロナウイルスワクチン接種を受ける方は、 

医療機関や入所先施設でご相談ください。 
 

基礎疾患で治療中の医療機関で 

新型コロナウイルスワクチン接種を受ける方は、 

医療機関でご相談ください。 
 

現在の居所が住民登録地と違う場所である方は、 

実際にお住まいの地域で新型コロナウイルスワクチン接種を受けられる場合があります。

お住まいの自治体の相談窓口にお問い合わせください。 

新型ワクチン接種全般に関する 市の相談コールセンター 

市では、本ワクチン接種に関する相談コールセンターを開設します。 

本ワクチン接種に関して、気になる点、不明な点がありましたらお問い合わせください。 
 

●新型コロナウイルスワクチン接種全般に関する 市の相談コールセンター 
（平日の午前８時３０分から午後５時１５分（土・日・祝日を除く）） 
 

☎ 接種全般に関する相談コールセンター  ０８０－６６５３－７８５９ 

 

     新型コロナウイルスワクチンを２回接種された方には、記念品（リストバンド）があります。 

     希望される方にお配りいたします。 ※数には限りがあります 
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接種券と同封物を確認・接種予約 

接種日時を予約する ※予約受付開始 ４月２６日（月）午前９時から 

集団接種会場において、１日あたりに用意できるワクチン量や、 

会場の混雑を避けるため、接種は日時指定の完全予約制です。 
 

予約方法は、スマートフォン・パソコンでのインターネット予約 

または電話予約が利用できます。 
（接種の予約・予約の変更・キャンセルができます） 
 

●スマートフォンでインターネット予約する（毎日 24時間対応） 

ＱＲコードを読取 
左のＱＲコードを読み取り 

画面の指示により『券番号』 

及び生年月日を入力して予約 

 

 

●パソコンでインターネット予約する（毎日 24時間対応） 

御殿場市ホームページ 

サイト内検索 
御殿場市新型コロナワクチン接種予約 

※インターネット予約サイト URL https://gvi-reserve.azurewebsites.net/gotemba 
 

 

●電話予約する（平日の午前９時から午後５時（土・日・祝日を除く）） 

☎ 電話予約 

コールセンター 
 送付された封筒を確認 

 

『券番号』…接種券を確認！ ０から始まる１０桁の数字です 

6 

予約受付の際は、接種券に印字されている１０桁の『券番号』と 

生年月日を確認します。 お手元に接種券を用意してください。 

 

接種券到着直後は電話予約が大変混雑することが予想されます。大変恐れ入りますが、あらためてお電話くだ

さいますようお願いします。希望するすべての人に接種ができますので、ご安心ください。 



 

接種当日の注意事項 

接種会場（御殿場市民会館）へ 

予約した日時に会場（御殿場市民会館）へお越しください。 
 

※本ワクチン接種は、日時指定完全予約制です。必ず予約した日時に会場へお越しください。 

接種当日の体調確認について 

 

予防接種は体調の良いときに受けるのが原則です。 

普段と体調は変わりないですか？ 

自宅を出る前に体温を測定し、明らかな発熱や 

体調が悪い場合などは、接種を控えてください。 
 

予約のキャンセル・変更は、インターネット予約サイトで 

入力または電話予約コールセンターへお電話ください。 

接種当日の持ち物・服装について 

服装について 
当日は医師の診察後に注射を行います。接種部位は、 

肩の少し下（筋肉注射）になります。 

肩が出しやすく、診察がしやすい服装でお越しください。 

 

持ち物について 
① 接種券（同封の接種券を台紙から はがさずにお持ちください。） 

② 予診票（同封の予診票にあらかじめ記入をしてきてください。） 

③ 本人確認書類１点（運転免許証、健康保険証など） 

接種会場での感染症対策について 

会場では、皆さんに安心してワクチン接種していただけるよう、次のような感染症対

策を行います。ご協力をお願いするとともに、会場へお越しの際は必ずマスクの着用

をお願いします。 
 

・会場の入口で、検温・手指消毒をしていただきます。 

・各自マスクをご持参いただき、マスクの着用をしていただきます。 

・会場内では、定期的に換気を行い、物品等の消毒をします。 

・密をさけるため、間隔をあけてお待ちいただけるようにします。 
 

安全安心に集団接種を実施するため、皆さんのご協力をお願いいたします。 
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ワクチン接種スケジュールについて 

市では、国の定めた優先順位をもとに、次のとおり接種スケジュールを予定しています。 
 

 

接種対象者 接種方法 接種場所 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月～ 
 

医療従事者等 集団接種 御殿場市民会館      

 

65 歳以上の方 集団接種 御殿場市民会館      

 

高齢者施設入所者 施設接種 入所中の施設      

 

上記以外の方 調整中 調整中  
 

接種スケジュールは、令和３年４月現在の予定であり、今後の状況によって変更する場合があります。 

具体的な情報は決まり次第、市ホームページや広報誌等でご案内いたします。 

接種について・問い合わせ先 

新型コロナウイルスワクチン接種に関する お問い合わせ先 

 

 

 
 

 

●新型コロナウイルスワクチン接種全般に関する 市の相談コールセンター 
…御殿場市役所 健康推進課（保健センター） 

  ０８０－６６５３－７８５９（土・日・祝日を除く 午前８時３０分から午後５時１５分） 
 

 

●新型コロナウイルスワクチン副反応に関する 市の相談コールセンター 
…御殿場市役所 健康推進課（保健センター） 

  ０８０－６６５３－７８９６（土・日・祝日を除く 午前８時３０分から午後５時１５分） 
 

 

●新型コロナウイルスワクチン施策等に関する 厚生労働省の電話相談窓口 
 …新型コロナウイルスワクチンコールセンター 

  ０１２０－７６１－７７０（フリーダイヤル 午前９時から午後９時） 
 

 

●新型コロナウイルスワクチンの副反応に関する 静岡県の相談窓口 
…静岡県 新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口 

  ０５０－５４４５－２３６９（毎日 午前９時から午後５時） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスワクチンや 

接種に関する最新情報は、市、 

県、厚生労働省のホームページで 

ご確認いただけます。 
 

御殿場市役所 健康推進課（保健センター） 電話 0550-82-1111 御殿場市西田中 237-7     13,000/06APR2021 

御殿場市 

ホームページ 
静岡県 

ホームページ 

厚生労働省 

ホームページ 


