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１　４回目接種に関する基本情報

対 象 者

①６０歳以上の者
②基礎疾患を有する者
③感染した場合の重症化リスクが高いと医師が認める者
　※②・③は、１８歳以上５９歳以下の者が対象

使用するワクチン
（ 接 種 量 ）

 ・ファイザー社ワクチン（０．３ｍｌ）
 ・モデルナ社ワクチン（０．２５ｍｌ）
   ※接種量は、３回目接種と同じです。
   ※３回目接種と同様に、以前受けたワクチンと別のワクチン
　　　も接種（交互接種）できます。

接 種 間 隔 ・ 回 数  ３回目接種から５か月以上・１回

開 始 時 期  令和４年５月２５日から

実 施 期 間
 現時点では「令和４年９月３０日まで」のまま 
　　※国は延長の方向で検討中
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２　本市の対象者数等
　（１）対象者数（想定）
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 ①６０歳以上の者：約１２０，０００人

 ②基礎疾患を有する者

 ③感染した場合の重症化リスクが高いと医師が認める者

 ＜各月の４回目接種対象者数（①60歳以上の者の場合）＞

約８，０００人

７月と８月の接種対象者が多いと
見込まれる。

接種間隔（5か月）到達月 R4.5月 R4.6月 R4.7月 R4.8月 R4.9月

対象者数 約500人 約7,500人 約56,000人 約45,000人 約9,000人

3回目接種月 R3.12月 R4.1月 R4.2月 R4.3月 R4.4月
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①６０歳以上の者

　３回目接種：２回目接種からおおむね６か月を経過した後に発送

　

　４回目接種：接種可能日（３回目接種日から５か月経過日）の３週間～１週間前に

                 届くように発送

　＜接種券発送スケジュール（予定）＞※初回発送は５月３０日（月）、以降は２週間おきに発送

２　本市の対象者数等
　（２）接種券発送計画

６月２７日（月）、７月１１日（月）、７月２５日（月）は
２万件以上を発送予定

発 送 日
5月30日
（月）

6月13日
（月）

6月27日
（月）

7月11日
（月）

7月25日
（月）

8月8日
（月）

8月22日
（月）

発 送 件 数
（60歳以上の者）

2,191 13,695 28,400 22,180 26,294 14,956 6,815

4回 目接 種可 能 日 ～6/20 6/21～7/4 7/5～7/18 7/19～8/1 8/2～8/15 8/16～8/29 8/30～9/12

3 回 目 接 種 日 ～1/20 1/21～2/4 2/5～2/18 2/19～3/1 3/2～3/15 3/16～3/29 3/30～4/12
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②基礎疾患を有する者
③感染した場合の重症化リスクが高いと医師が認める者
　 ※②・③は、１８歳以上５９歳以下の者が対象

対象者の申請により接種券を発行

　　　　　　　　　　・受付開始：５月２３日（月）

　　　　　　　　　　・申請方法：インターネット、電話、郵送

　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※対象者には申請時に、該当する基礎疾患名等を申告していただきます。

　　　　　　　　　　・発送時期：原則、４回目接種可能日の１週間前までに対象者の

　　　　　　　　　　　　　　　　　 住民票住所に接種券を発送

　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ※４回目接種可能日の間近もしくは以降に申請した場合は、申請を受理した日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   から接種券を発送するまで、１週間以上の時間を要します。

　※「精神障がい者保健福祉手帳」・「療育手帳」を所持している方は、 申請不要です。

　　  ４回目接種の接種可能日（３回目接種から５か月経過日）までに市から接種券を発送します。

２　本市の対象者数等
　（２）接種券発送計画
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• 接種券の申請方法の「案内チラシ」や「接種券発行申請書」を、５月１９日に送付させていただきました。　　

貴医療機関にて掲示や配架等をしていただき、患者様などへの周知に、ご協力をお願いいたします。

• 「案内チラシ」や「接種券発行申請書」が追加で必要な場合は、市にご連絡ください。また、市ワクチン特設

サイトにも掲載しておりますので、ご活用ください。

　　　  【市連絡先】 ０９８５－７３－８１００（新型コロナウイルスワクチン対策課）

　　　　　【 掲 載 先 】 市ワクチン特設サイト　＞　４回目接種の概要について　＞　接種券の発送計画

２　本市の対象者数等
　（３）申請方法の周知に関するお願い

案内チラシ【左：表面　右：裏面】 接種券発行申請書【左：表面　右：裏面】
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２　本市の対象者数等
　（４）基礎疾患を有する方等の接種券の申請方法

①対象者が申請する場合　＜対象者本人の住民票住所に接種券を送付＞

　・　以下の（ア）～（ウ）のいずれかの方法で、申請します。

      （ア）インターネット：市ワクチン特設サイトの専用フォーム(https://logoform.jp/form/HxnK/90265)へ登録　

     　（イ）電話：市ワクチンコールセンター（０９８５－７８－０５６７）へ電話　　（受付時間）８：３０～１９：００　※年中無休
　　　　　　　 　　　※電話では「宮崎市が発行した接種券で３回目接種をした方のみ」申請が可能です。

　     （ウ）郵送：接種券発行申請書を新型コロナウイルスワクチン対策課に郵送
　　　　　　　　　　（郵送先）宮崎市宮崎駅東１丁目６番地２　新型コロナウイルスワクチン対策課　宛
　　　　　　　　　　 ※申請書は、市保健所や各保健センターに置いてあります。また、市ワクチン特設サイトからもダウンロード
　　　　　　　　 　　　 可能です。（掲載先：市ワクチン特設サイト　＞　４回目接種の概要について　＞　接種券の発送計画）　

②医療機関が代行申請する場合　＜医療機関に接種券を送付＞

　・　対象者からの同意を得た場合は、医療機関が代行して申請することができます。

  ・　「接種券発行リスト」及び「証明書」を、市ワクチン特設サイトよりダウンロードして作成し、以下の

　　　（ア）、（イ）のどちらかの方法で、市に申請してください。

 　　 （ア）インターネット：市ワクチン特設サイトの専用フォーム(https://logoform.jp/form/HxnK/97135)から上記リスト等を
　　                              送信してください。　

       （イ）郵送：上記リスト等を新型コロナウイルスワクチン対策課に郵送してください。
　　　　　　　　　　（郵送先）宮崎市宮崎駅東１丁目６番地２　新型コロナウイルスワクチン対策課　宛

　　　　　　＜上記リスト等や専用フォームの掲載先＞
　　　　　　　　　市ワクチン特設サイト　＞　医療機関の方へ　＞　通院、入院している方への４回目接種について
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２　本市の対象者数等
　（５）接種券発行に関するＱ＆Ａ

質問 回答

接種券の発行申請は、対象者本人だけか。 インターネット、電話、郵送のいずれの方法であっても、

代理人が申請することは可能です。この場合は、接種

券は対象者本人の住民票住所に送付いたします。

なお、申請には、対象者本人の氏名、生年月日、住民

票に記載の住所、電話番号、基礎疾患名等が必要に

なりますので、代理人の方は事前に把握しておくこと

が必要になります。

医療機関が代理人として、接種券の発行申請はできな

いのか。

対象者本人からの同意を得たうえで、医療機関が　　

接種券の発行申請をすることは可能です。この場合、

接種券は医療機関に送付いたします。

なお、3回目接種後に宮崎市に転入してきた方（３回目

接種を宮崎市以外の接種券で接種した方）の接種券

の代理申請はできません。

「重症化リスクが高いと医師が認める者」の接種券は、

どのように申請するのか。また、どのような基準で接種

券が発行されるのか。

接種券の申請時に、「医師から重症化リスクが高いと

認められた」旨を自己申告してください。

基礎疾患を有する方と同様に、申告のあった全ての方

に、接種券を発行します。

18歳以上59歳以下の医療従事者や施設従事者は、

重症化リスクが高いと医師が認める方として、接種券

の発行申請は可能か。

単に医療従事者や施設従事者というだけでは、接種

券の発行申請はできません。



３　３回目接種の接種券一体型予診票からの主な変更点
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新たに対象者の接種可能日を記載しています。

「接種場所」の記入が不要になっています。

新たに「３回目」の接種記録を追加しています。

「４回目接種用」と朱書きしています。

これまでの「接種回数」、３回目接種の「接種日」及び
「ワクチンの種類」を記載しています。

※実物はA3サイズ（白色）



４　予約受付時の留意点
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３回目接種：接種可能日より後に接種券が届く

４回目接種：接種可能日より前に接種券が届く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

接種可能日は、接種券一体

型予診票の左側部分で確認

いただけます。

予約受付時に、必ず接種可能日を確認し、接種可能日以降に接種を

していただくように予約の受付を行ってください。

＜接種可能日の確認方法＞



住所地外接種届出済証（見本）

• 受付にて、接種券一体型予診票に記載されている接種可能日以降であるか確認してください。

• １・２回目や３回目接種時の住所地外接種届出済証を、４回目接種で使用することはできない　

　　ため、新たに提示していただく必要があります。

• 書面又はスマートフォンの画面（スクリーンショット可）で、住所地外届出済証をご確認ください。

11

５　接種当日の留意点
　（１）受付

Ａ B A ⇒ 市で発行された
     住所地外届出済証

B ⇒ コロナワクチンナビ(厚労省)で
       発行された住所地外届出済証

 ※A、Bいずれかの住所地外

    届出済証を受付でご確認

  ください。

①接種可能日の確認

②住所地外接種届出済証の確認【被接種者の住民票住所が宮崎市外の場合のみ】



12

  ■「基礎疾患を有する者」または「重症化リスクが高いと医師が認める者」に該当するかの確認

　  　→ 予診段階等で、医師が判断を行うことになります。

  ■診断書の提示の必要性

　  　→ 診断書の提示などは不要です。

　　  　　口頭の確認のみでも差し支えありません。

【参考】「基礎疾患を有する者」等への接種に関するＱ＆Ａ

質問 回答

①重症化リスクが高いと医師が認める者とあるが、この医
師は予診をする医師か。
②その他重症化リスクが高い者とは具体的にどのようなも
のを想定しているか、国の見解をお示しいただきたい。

①お見込みのとおりです。
②基礎疾患を有する方は重症化しやすいことに加え、高齢の方、妊娠している
方も重症化しやすいことが科学的に明らかになってきています。また、海外の
報告によれば、喫煙や身体不活動（いわゆる運動不足）といった生活習慣があ
る方も重症化しやすいとされています。こうした様々な要因を踏まえて、医学
的見地から総合的に重症化リスクをご判断いただきたいと考えています。

基礎疾患を有する者等であることはどのように確認すれば
よいのか。

６０歳未満の者については、接種日当日の予診段階等で、医師の判断により
基礎疾患を有する者等であることを確認してください。

確認においては、診断書の提示などは不要であり、被接種
者からの口頭の確認のみで足りるという理解でよいか。

口頭の確認のみでも差し支えありません。

５９歳以下かつ基礎疾患を有さず、その他重症化リスクが
高いと医師により認められない者に対し、誤って接種して
しまった場合は間違い接種となるか、また予防接種法上の
予防接種となるか。

間違い接種となりますが、故意がある場合など明らかに不適当な場合を除いて
は、予防接種法に基づく臨時接種を実施したものと取り扱って差し支えなく、
健康被害救済の対象です。

出典：「第１３回自治体説明会（質疑）」

５　接種当日の留意点
　（２）予診（基礎疾患を有する者等の場合）

①対象者の確認



13出典：「新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について　自治体説明会⑬」資料１

５　接種当日の留意点
　（２）予診（基礎疾患を有する者等）

②「基礎疾患を有する者」の範囲
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市集団接種会場では、18歳以上59歳以下の方には、　

「別紙」を配布し、書面により基礎疾患を有する者等で　　

あることの確認を行う予定です。

別紙

被接種者が記入する箇所

■集団接種の流れ
　①受付にて「別紙」を配布

　②被接種者が「別紙」を記入

　③予診

　④接種・状態観察

　⑤退場

※基礎疾患を有する者等であることを、口頭で確認します。

※「別紙」を回収し、市で保管します。

■18歳以上59歳以下の方への接種券の発行（Ｐ５参照）

　①または②に該当し、本人から市に申請があった方に接種券を

　発行します。

　　①基礎疾患を有する者

　　②感染した場合の重症化リスクが高いと医師が認める者

※個別接種において、「別紙」の使用をお願いするものではございません。

※「確認票」をご希望の場合は、市ワクチン特設サイトからダウンロードできます。
  トップページ ＞ 医療機関の方へ ＞ ４回目接種について 
                                    ＞ ４回目接種に関する留意事項等についての資料 
                                     ＞ ４回目接種対象者（18歳以上59歳以下）確認票

５　接種当日の留意点
　【参考】集団接種会場における基礎疾患を有する方等への対応

宮崎市新型コロナウイルスワクチン対策課 作成



　　①　接種単価・上乗せ額

  　　ア　接種単価：接種実施者　2,277円（税込）/回　・　予診のみ 1,694円（税込）/回　　

  　　イ　上乗せ額：時間外加算     803円（税込）/回　・　休日加算 2,343円（税込）/回

　　②　国の主な支援策　　　※現時点では、令和4年7月まで示されており、8月以降は未定です。

  　　ア　診療所：週100回以上の接種を令和4年6・7月に4週間以上実施した場合、週100回以上接種した週

　　　　　　　　　　　  ⇒　2,000円加算/回

  　　　　　　　　　：週150回以上の接種を令和4年6・7月に4週間以上実施した場合、週150回以上接種した週

　　　　　　　　　　　　⇒　3,000円加算/回

　　　イ　病院：特別な体制を組んで、50回以上／日の接種を週1回以上、令和4年6・7月に4週以上行った場合

　　　　　　　　　　　　⇒　医師：1人1時間あたり　7,550円　　看護師：1人1時間あたり　2,760円

　　　ウ　診療所・病院：50回以上/日の接種を行った場合

　　　　　　　　　　　　⇒　10万円/日（診療所においてはアと重複での交付は不可）　　　

　　③　市の支援策

　　　　1接種あたり350円（原則、宮崎市の住民基本台帳に記録されている者）

６　接種単価及び支援策
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• ４回目接種の接種単価、支援策は、3回目接種と同じです。


