
美濃加茂市

新型コロナウイルスワクチン
接種のお知らせ（小児接種用）
新型コロナウイルスワクチン接種は、
接種者本人の同意に基づいて行う予防接種です。

新型コロナウイルスワクチン接種は、被接種者本人の同意に基づいて行う予防接種です。

この説明書を読んでいただき、分からないことがありましたら、
美濃加茂市新型コロナウイルスワクチンコールセンター

接種費用
全額無料
（全額公費）

今後５歳になる方には順次接種券を送付しますのでお待ちください。

TEL.0574-66-1281
まで、ご連絡ください。

P o r t u g u e s
ポルトガル語版は
こちら

E n g l i s h
英語版は
こちら

２回接種接種
回数 ファイザー社ワクチン（小児用）ワクチンの

種類

保護者の方へ

美濃加茂市民で、５歳から１１歳までの方
(接種日時点の年齢)（原則住民票のある市町村で接種します)

対 象

● 接種を受ける際には、必ず保護者が同伴してください。
● 予診票下部の署名欄は、保護者氏名を直筆でご記入ください。

※小児用のワクチンは、接種日時点で５歳から１１歳までの方を対象としています。
11歳の方については、可能な限り１２歳に到達する前に2回の接種が完了するよう
に予約してください。なお、２回目の接種が１２歳以降になる場合は、美濃加茂市
ワクチンコールセンター（0574-66-1281）にお問い合わせください。
また、小児用ワクチンで１回も接種を受けることなく、12歳に到達した方は１２歳
以上の方用の案内を送付しますので、美濃加茂市ワクチンコールセンターまで
ご連絡ください。

お子様向け
チラシはこちら

絶対に接種しないといけないの？

ワクチン接種は強制ではありません。接種を受ける本人の同意がある場合に限り、接種を行います。接種を受ける方は、
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を理解したうえで、自らの意思で接種を受けてください。
接種に不安がある方は、かかりつけ医に事前にご相談ください。

Q
A

なぜ５～１１歳の子どもにも接種が必要なの？

国内における5～11歳の新型コロナウイルス感染症症例の大多数は軽症ですが、今後、全年齢において感染者数が増加した
場合には、ワクチン未接種の小児が占める割合が増加し、小児の中等症や重症例が増えることが予想されます。接種する
意義としては、接種した本人が感染することを防ぐこと、感染しても発症を防げる可能性が高いこと、発症しても重症化を
防げる可能性が高いこと、みんなで接種することにより家族や友人へ感染させることを防ぐことができます。その結果、学校
など集団での感染のリスクが小さくなれば、これまでのような通常の生活に戻ることが期待できます。

Q

A

接種の判断にあたって、保護者が考慮することは？

接種を受けるかどうかを子ども自身が考え、意思を伝えることができる環境を整えることが大切です。単に年齢や体格が
異なるだけでなく、精神面の成長の度合いにより、ワクチンに対する考え方や感じ方にも個人差が大きいと考えられます。
その点をふまえて、子どもに説明する際には、本人の理解度に合わせて平易な言葉を用い、可能な限りわかりやすく説明
することが大切です。

Q

A

接種後の副反応はあるの？

ワクチン接種後の接種部位の疼痛や、全身性の副反応としての発熱、からだのだるさ、頭痛などの頻度は、大人では若年層
で頻度が高いと報告されています。したがって、子どもに接種した場合、接種部位の痛みや発熱、からだのだるさ、頭痛
などは一定の頻度で出現することが想定されます。海外の調査では、5～11歳の小児では16～25歳の人と比べて一般的
に接種後の副反応症状の出現頻度は低かったと報告されています。

Q

A

接種の前後に気を付けた方がいいことはなんでしょうか。
接種前は、痛みに過敏な子どもに対しては、リラックスできる会話や、痛みから気をそらさせるようにして接種を心が
けます。注射や採血で気分が悪くなったことがある子どもに対しては、ベッドに横になっての接種や、接種後にすぐに
立ち上がらせないなどの配慮が必要です。心配なことがある場合は当日、医療従事者に相談しましょう。
接種後特に数日間は無理をせず、激しい運動は避けましょう。日常生活に支障をきたす程の発熱、疼痛、
倦怠感が生じた場合、接種を行ってから1週間以内に胸の痛み、息切れ、動悸などを認めた場合、2～3
日を超えてだるさなどが続いている場合、その他気になる症状が出現した場合は医療機関等にご相談
ください。

Q

A

新型コロナウイルスワクチンの接種について Q A&

厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター

新型コロナワクチンの有効性、安全性などの詳しい情報については、
首相官邸ワクチン特設ページをご覧いただくか、厚生労働省コール
センターまでお問い合わせください。

TEL.0120-761-770
（午前9時～午後9時 ※土・日・祝日含む） 官邸　コロナ　ワクチン

接種後の副反応への対応方法については岐阜県
接種相談窓口までお問い合わせください。

TEL.058-272-8222

岐阜県新型コロナウイルスワクチン
接種相談窓口（コールセンター）

（午前9時～午後9時 ※土・日・祝日含む）

その他ワクチン接種に関するＱ＆Ａはこちら

その他、最新の情報は美濃加茂市ホームページをご覧ください。

重要！
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特別無料乗車券SAMPLEあい愛バス特別無料乗車券は同封された
原本を切り取ってご利用ください



■ 当日の持ち物

おくすり手帳 
（お持ちの方）

母子健康手帳

選択した接種方法で接種日を予約2

接種方法の選択
「①市が行う集団接種」または、「②市内の接種可能な医療機関での接種」を選択する。

集団接種の詳細は、同封の「集団接種会場での接種のご案内」をご覧ください

1
接種者の本人確認書類
（マイナンバーカード、健康保険証、
パスポート等の中から１点）

予診票
（送付した２枚のうち、１枚を記
入してお持ちください。２枚目は
２回目の接種の際に使用します
ので、大切に保管してください。）

ボールペン 
（鉛筆、消せるボール ペン等は不可）

予防接種券
（シールをはがさずに、そのまま
台紙ごとお持ちください）

キャンセルされる場合は、集団接種を予約されている方はコールセンター(TEL.0574-66-1281)へご連絡ください。入館前の体温測定で
37.0℃以上の方は、再測定や聞き取りをさせていただきます。内容によっては入館をご遠慮いただく場合があります。
医療機関での接種を予約されている方は、予約された医療機関へご連絡ください。

時刻表で、行き先、路線（色）、バスのまわり方、
バス停の位置などを確認します。

バスに乗る前に・・・

あい愛バスでの行き方

ワクチン接種の際には、ぜひあい愛バス（中学生以下無料）を
ご利用ください！

1.この特別無料乗車券は、あい愛バスのみ有効です。　2.途中下車は前途無効です。　3.本券の再発行はいたしません。
4.本券は、他人との交換、譲渡及び売買を行うことはできません。　5.ワクチン接種以外の目的では使用できません。

路線の色

ワクチン接種の流れ 予約した医療機関、または集団接種会場で1回目の接種を受ける

■ 接種の際の注意事項

■ 当日の流れ

● 家で体温測定し、37.0℃以上の熱があるとき、体調が悪いときには、接種を控えましょう。

3

詳しくは、接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」をご確認ください

※コロナワクチンナビで直接予約することはできません
https://v-sys.mhlw.go.jp「コロナワクチンナビ」サイトアドレス

受付 医師の問診、診察 ワクチン接種 接種後、安静に
（15分～30分） 予防接種済証の交付

● 持病のある方は、接種についてかかりつけ医にご
確認の上お越しください。 （確認のない場合、当日接種
ができないこともありますのでご了承ください。）　

● 接種は肩の筋肉に行いますので、
肩を出しやすい服でお越しくだ
さい。

心配なことがあるときは、
医師にご相談ください。

「予防接種済証」を
受け取って帰宅します。

①市が行う集団接種

接種ができる日時は、医療機関によって異なります。予約時には、美濃加
茂市ホームページから、必ず最新の接種可能医療機関をご確認の上、希望
する医療機関に連絡してください。

接種を希望する医療機関に
直接連絡して予約する

最新の接種可能医療機関はこちら

②市内の接種可能な医療機関での接種

受付時間：午前9時～午後5時まで（土・日・祝を含む）
※今後、受付日時を変更する場合がありますので、随時ホーム
    ページ等で確認してください。

TEL. 0574-66-1281
コールセンターに電話で予約する

または

［ 使用期間 ］
接種開始日～令和4年9月30日
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【 小児接種可能医療機関一覧 】(令和4年2月8日現在)

※１ 記載内容は、医療機関の都合により変更となることがあります。

医療機関名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

地区

太田
地区

古井
地区

蜂屋
地区

加茂野
地区

住　所 接種予約受付 ワクチン接種実施予約電話番号

安藤小児科 太田町
2821-4 26-0812

26-0525

 25-2982

28-8899

 27-5088

WEB予約のみ

事前にかかりつけ医にご相談し、接種予約をしてください

具体的な接種日、及び、電話予約日は、医療機関ホームページをご確認ください。

 25-2910

66-2522

太田本町
2-6-18

大手町2-28

西町1-292

前平町
1-100-1

田島町4-8-6

健康のまち
1-1

蜂屋町下蜂屋
372-1

加茂野今泉
1275

黒岩内科
小児科クリニック

岩永耳鼻咽喉科

岐阜健康管理センター

林クリニック

安田内科クリニック

中部国際医療
センター

堀部医院

森本こどもクリニック

外来の窓口で接種予約受付
※お問合せ先：(0574)25-8749

火・木:9：30～11:00 木:8：30～

木:15:00～15:30

木・土  16：00～

金:18:00～18:45

金:15:30～18:00
日:8:30～11：30

月:13:00～14:00

月・火（祝日は除く）:
14:00～16:00

月・火・金:9:00～12:30、16:30～19:30
土・日:9:00～12:30、16:30～19:00

土:9:00～11:30

月～金:8:30～16:00
土:8:30～12:00

月～金:8:30～12:00、15:30～18:00
土・日:8:30～12:00

月～土:9:00～12:00
月・火・木・金:16:00～19:00

月～金:9:30～11:00、16:00～18:00

月:13:00～14:00

WEB予約QRコード→

希望者が少ない場合は、隔週で接種を行う場合があります

日程は、受付時にお知らせします

水・土  13：30～

Ｗｅｂで予約する
（24時間受付）
コールセンターでの予約は混み合う
可能性があります。Web予約を活用
ください。

SAMPLEあい愛バス特別無料乗車券は同封された
原本を切り取ってご利用ください


