
★本号は区内全世帯に配布しています（通常は新聞折り込み）。主な区立施設・駅・スーパーなどにも置いています。

※市外局番（03）を省略しています。

聴覚に障害がある方で「ファックス番号のない記事」
へのお問い合わせは、しんじゅくコールのファックス
をご利用ください。

令和3年（2021年）
新型コロナ

ワクチン臨時号
　この広報新宿は、12月8日㈬～10日㈮の期間で区内全

世帯に配布しています。

COVID-19

新型コロナワクチン

3回目接種スケジュールを

詳しくは、新宿区ホームページ（右二次元コード）をご覧ください。
【問合せ】新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎03（4333）8907・☎0570（012）440（ナビダイヤル）へ。

2回目接種を

　65歳以上の方（昭和32年4月1日
以前に生まれた方）で2回目接種を令和
3年6～8月に完了した方は、事前に
接種日時と会場を割り当てます（送付
する宛名用紙（右図）に印字）。
　お近くの診療所等で接種を受ける
場合や、印字している接種日時・会場
では都合が合わない場合は、キャンセルや
変更をお願いします。電話・インターネット
（裏面記載）で手続きしてください。

●接種券発送時期等

対象者
（2回目接種完了時期（★））

接種券発送時期 3回目接種時期 使用するワクチン 予約方法

5月31日までの方
（主に医療に従事している方・
高齢者施設に入所している方等）

11月26日 12月～1月

　2回目までの接種と
同じワクチンで接種
を受けていただく予定
です。
※国からの供給状況に
　よって、今後変わる
　場合があります。

　2回目接種を令和
3年6～8月に完了した
65歳以上の方は、予約
の必要はありません
（左下記）。

上記以外の方は、
接種券が届き次第、
電話・インターネット
で予約してください。

6月1日～30日の方
（主に75歳以上の方） 1月11日㈫ 2月予定

7月1日～31日の方
（主に65歳以上の方） 2月予定 3月予定

8月1日～31日の方
（全ての世代の方） 3月予定 4月予定

3回目接種の接種日時・会場を区が割り当てます

たいせつ!

◀Multi-language information on 
target person・place・reservation 
of the 3rd COVID-19 vaccine is 
available in the left code

※COVID-19 vaccination is ｆｒｅｅ（0円）!

☎03（4333）8907
▼COVID-19 Vaccine Call Center

Vacc i n a t i o n

☎0570（012）440

ⅠMPORTANT！

COVⅠD-19

Ⅰn f o rma t i o nお知らせします

※ 国の方針等により、変更がある場合には、広報新宿後号、新宿区ホームページ
でお知らせしていきます。

2回目接種を受けた日から、原則8か月以上経過した18歳以上の方
●3回目接種の対象者

1回目・2回目ワクチンが
まだの方はお早めに

第6波の到来が懸念されています

（★）2回目接種を受けた時期により、3回目接種券の発送時期・接種時期が異なります。

集団接種会場・
予約方法について
は、裏面でご案内
しています。

令和3年6～8月に完了した65歳以上の方は

▲3回目接種案内ページ

令和4年

令和4年

令和4年

令和4年

令和4年

令和4年

令和4年

※個別接種の実施医療機関・開始時期・予約方法等は決まり次第、広報新宿後号、新宿区ホームページでお知らせしていきます。
●区の集団接種会場　　●区内の医療機関（個別接種）

●区内で接種を受けられる場所

※9月以降に接種した方の接種券は、4月以降順次接種月別に対象者を抽出して発送します。

予定

無料

1回目・2回目接種の場合予約なしで接種が受けられます(12月中)
　詳しくは、新宿区ホームページ（右二次元コード）
をご覧ください。

ここに接種日時・会場を
印字しています

宛名用紙（接種済証） ●新たな変異株の危険が高まっています。1回目・2回目の接種が
　完了していない方は、接種をご検討ください。
●1月からの集団接種は主に3回目接種の方を対象としています。
1回目・2回目のワクチン接種を受けられる会場が少なくなる
　ため、早めに接種を受けてください。
※ワクチン未接種で接種を希望する方は、少なくとも1回目の
　接種を12月中に済ませてください。



新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。

広報新宿は新聞を取っていない方を対象に個別配達をしています。

ご希望する方は区政情報課広報係あてご連絡ください。（2）臨時号　令和3年（2021年）12月10日発行

①宛名用紙（接種済証）

③接種のお知らせ

⑤新型コロナワクチン
　予防接種についての
　説明書（3回目用）

第6波が迫っています
より一層の感染予防対策を

　今冬は新型コロナの感染再拡大が懸念されています。
　新たな変異株への危機感も高まっています。感染再拡大を防ぐため、
気を緩めずに感染予防対策の継続をお願いします。

◆会話の時には
　マスクを着用

◆寒くてもしっかり換気

◆マスクを着用

◆こまめに手洗い・手指消毒

◆混雑している場所や時間を避ける

◆体調不良時は外出を控える
◆少人数・短時間で
　大声は避けて！

※ 帰省などで普段会わない人と会う
時は特に注意!
※ワクチン接種後も引き続き注意!

飲食するときは普段は

◆感染対策を徹底して
　いるお店を選ぶ● 24時間換気システムがある場合は稼働させる

●1時間に2回以上、数分間、部屋の対角線上にある窓を開ける
※ 寒い日は暖房器具を使用しながら、一方向の窓を常時少しだけ
開けて連続的に換気するのも効果があります。

感染防止効果の高い
不織布マスクが
おすすめです

接種券の同封物（1月送付分以降） 3回目接種の集団接種会場一覧

アクリル板が設置されている

●換気を徹底している

●座席の間隔を確保または

2回目の接種完了後から6か月後でも接種を受けられると聞きまし
たが、なぜ8か月後なのでしょうか？
国の方針で、2回目の接種完了後から原則8か月以上の間隔を空け
て接種を受けることになっているからです。医療機関・高齢者施設等
のクラスター発生状況によっては、医療機関・高齢者施設等の関係者
は6か月後でも接種を受けられる場合があります。
3回目接種では、1回目・2回目接種とは異なるワクチンを接種して
も大丈夫でしょうか？
問題ないとされています。1回目・2回目接種と異なるワクチンを3回目
に使用した場合の効果は良好であり、副反応に関しては、1回目・2回目
接種で報告されたものと同程度で、3回全て同じワクチンを接種
した場合と比べても差が無かったと報告されています。
3回目接種は無料で受けられますか？
1回目・2回目接種と同様、無料で接種を受けられます。

【問合せ】保健予防課保健相談係（第2分庁舎分館1階）☎（5273）3862･
㋫（5273）3820へ。

▼この封筒で届きます

3回目の接種券は予診票の
右上に印字しています。
切り取らずにお持ちください。

封筒には、下記5点が入っています。

④65歳以上の方へのご案内
※ご案内は発送時期により
　内容が異なります。

区集団接種の予約方法

（CO2センサー
でのCO2濃度
1,000ppm以下）

会場名 住所
① 元気館 戸山3―18―1
② 四谷地域センター 内藤町87
③ 牛込簞笥地域センター 簞笥町15
④ 榎町地域センター 早稲田町85
⑤ 若松地域センター 若松町12―6
⑥ 大久保地域センター 大久保2―12―7
⑦ 戸塚地域センター 高田馬場2―18―1
⑧ 落合第一地域センター 下落合4―6―7
⑨ 落合第二地域センター 中落合4―17―13
⑩ 柏木地域センター 北新宿2―3―7
⑪ 角筈地域センター 西新宿4―33―7
⑫ 新宿区役所第1分庁舎 歌舞伎町1―5―1
⑬ 聖母病院 中落合2―5―1
⑭ 東京山手メディカルセンター 百人町3―22―1

ワクチン接種予約サイト

㋭https://vaccine-info-shinjuku.org/
　新宿区ホームページからも予約サイトにアクセスできます。

（パソコン・スマートフォン用）

●インターネットで予約

区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

㋫050（3852）1343（聴覚に障害のある方等向け）

午前8時30分～午後7時
（12月29日㈬～1月3日㈪を除く）

●電話で予約

☎03（4333）8907 ☎0570（012）440 ナビダイヤル

24時間対応

※②～⑭の会場は2月以降に順次開設します。

②接種券付き予診票
　（3枚複写）

集団接種会場
一覧マップ

問い合わせは、
下記区新型コロナ
ウイルスワクチン
接種コールセン
ターへ。

各会場、特に病院
への直接のお問い
合わせは、業務に
支障が出るため
絶対におやめくだ
さい

▲CO2センサー

※接種券を再発行された方・新宿区に転入された方等には、1回目・
2回目の接種券と同様に「シール型接種券（接種済証付）」と「印字されて
いない予診票」が同封されている場合があります。

集団接種会場集団接種会場
一覧マップ一覧マップ
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換気を徹底している
（CO2センサー

▲CO2センサー
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