
新型コロナワクチンの追加（3回目）接種の予約を開始します！新型コロナワクチンの追加（3回目）接種の予約を開始します！
問い合わせ　保健推進課地域医療対策室　28-6208　　28-6213

接種費用

無料
（全額公費）

  Vaccination against Vaccination against COVID-19

　新型コロナワクチンの追加（３回目）接種は医療従事者から既に開始しており、一般の方を対象とした追加（3 回

目）接種の予約を以下のとおり開始します。2 回目接種との間隔は 8 か月以上となるため、接種券は接種順に順次発

送します。2 回目の接種日は接種済証でご確認いただくか、お問い合わせください。

新型コロナワクチン接種に関する

情報（市ホームページ）▶
四国中央市 LINE 公式アカウント

新型コロナワクチン接種の情報をお届けします

友だち登録は

こちらから

２回目の接種完了時期 接種券の発送時期 予約開始日

令和 3年 6月まで 令和 4年 1月 18 日（火） 令和 4年 1月 28 日（金）

令和 3年 7月 1日～ 15 日（75 歳以上） 令和 4年 1月 21 日（金） 令和 4年 2月 3日（木）

令和 3年 7月 1日～ 15 日（74 歳以下） 令和 4年 1月 24 日（月） 令和 4年 2月 7日（月）

令和 3 年 7月 16 日～ 31 日（75 歳以上） 令和 4年 1月 28 日（金） 令和 4年 2月 10 日（木）

令和 3年 7月 16 日～ 31 日（74 歳以下） 令和 4年 2月 1日（火） 令和 4年 2月 14 日（月）

※令和３年８月以降に２回目接種が完了した方は令和４年３月以降、順次発送となります

予約の方法予約の方法

電話予約

WEB 予約 市ホームページ、市 LINE からお申し込みください。また、以下の予約相談会で WEB 予約できます。

予約受付センター　☎0570-057-089　月曜～金曜日9:00～19:00　土曜日9:00～17:00（日・祝日は休み）

臨時受付センター　☎ 28-6220　月曜～金曜日 9:00 ～ 17:00　（土・日・祝日は休み）　　

相談対象者 日程 東部会場 中央会場 西部会場

令和 3年 6月中に

2回目接種が完了した方

（1月 18 日接種券発送）

2/1（火） 金田・川滝地区 豊岡地区 関川地区

2/2（水） 妻鳥地区 寒川地区 小富士地区

2/3（木） 山田井・上分地区 中之庄地区 長津地区

2/4（金） 金生地区（下分） 中曽根地区 土居地区

2/5（土） 川之江地区①※ 三島地区 北地区

2/6（日） 川之江地区②※ 松柏地区 ―

令和 3年 7月 15 日までに

2回目接種が完了した方

（1月 21 日及び 24 日接

種券発送）

2/7（月） 金田・川滝地区 豊岡地区 関川地区

2/8（火） 妻鳥地区 寒川地区 小富士地区

2/9（水） 山田井・上分地区 中之庄地区 長津地区

2/10（木） 金生地区（下分） 中曽根地区 土居地区

2/11（金） 川之江地区①※ 三島地区 北地区

2/12（土） 川之江地区②※ 松柏地区 ―

令和 3年 7月 31 日までに

2回目接種が完了した方

（1月 28 日及び 2月 1

日接種券発送）

2/13（日） 川之江地区①※ 豊岡地区 ―

2/14（月） 川之江地区②※ 寒川地区 関川地区

2/15（火） 金田・川滝地区 中之庄地区 小富士地区

2/16（水） 妻鳥地区 中曽根地区 長津地区

2/17（木） 山田井・上分地区 三島地区 土居地区

2/18（金） 金生地区（下分） 松柏地区 北地区

※川之江地区①は井地・西新町・鉄砲町・古町・大門・天生津・宝洞山。川之江地区②はそれ以外の川之江町

●３月中旬以降、集団接種を計画しています。最新情報は市ホームページ、市 LINE などでお知らせします

予約相談会予約相談会　※会場の混雑緩和のため、 ご自身が該当する日程にお越しください　※会場の混雑緩和のため、 ご自身が該当する日程にお越しください

日程 令和 4年 2月 1日（火）～ 2月 18 日（金）　9:00 ～ 16:00（下表のとおり）

※ 9:00 ～ 12：00 は 75 歳以上、13：00 ～ 16：00 は 74 歳以下の方が対象となります

場所
東部会場 ：川之江文化センター（2/1 ～ 2/4、2/16 ～ 2/18）

　　　　　川之江ふれあい交流センター（2/5 ～ 2/15）

中央会場：市役所庁舎棟１階ロビー

西部会場：土居窓口センター（2/6、2/12、2/13 は実施なし）
必ず接種券をご持参ください！
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