
新型コロナワクチン接種証明書アプリをインストール

　新型コロナワクチンを接種済みの方が、海外渡航先へ入国する際または、日本への入国・帰国後に待機
期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合などに活用でき
る新型コロナワクチン接種証明書をスマートフォンアプリで発行することができます。

接種証明書の発行に必要なもの
・スマートフォン
・マイナンバーカードと暗証番号4桁※

・（海外用のみ）パスポート
※ 暗証番号とは、マイナンバーカードを
市町村の窓口で受け取った際に設定した、
4桁の数字（券面事項入力補助用の数字）です。

ワクチン接種証明書をスマホアプリで発行できます

無症状の方でも無料でPCR等検査が受けられます

　年末年始に県外に帰省した方、県内で県外から帰省した家族や友人と会食等をした方など、新型コロナ
ウイルスへの感染を不安に感じる方が増えることが予想されることから、福井県では感染を不安に感じる
無症状の県民を対象にPCR等検査を無料で実施しています。

対象者
感染不安を感じる無症状の福井県民
※ワクチン接種の有無は問いません

実施期間
令和4年1月31日㈪まで

市内の実施場所（検査の種類）
たけとう病院（抗原定性 ※要予約）、芳野医院（PCR）、木下医院（PCR、抗原定性 ※要予約）

App Store 
(iOS)

Google Play 
(Android)

アプリの詳細
はこちら

当事業の詳細
はこちら

実施場所一覧
はこちら

問ＰＣＲ等検査無料化事業運営事務局／コールセンター　☎0776 ｰ 53 ｰ 5845

新型コロナナ

本国内に内においおいて行て行動制
スママートフォンアプリリで

※

ウイウイルスル へ
無症状のの県県

対象者

期間期間の緩の 和
る新型ココロロ

接種証明書書
・スマートト
・マイナンンバ
・（・（海外海外用の

対象者
感染不安をを
※ワクチンン

ワクチ

たけとう病病

実施期間
令和4年1月月

市内の実施施
たけとう病病

実施期間

若者世代に感染が拡大
早めのワクチン接種を

・「おはなしはマスク」の徹底 　・感染拡大地域との往来は慎重に
・会食時の感染対策を再徹底 　・感染を不安に感じる場合は無料検査を活用
・早めのワクチン接種を

　福井県では、県内の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、「福井県感染拡大注意報」を発令して
います。（1月11日現在）全国的に若者世代への感染が拡大しており、ワクチン接種の検討、「マスクの
着用」「人との距離は1m以上」「こまめな手洗い・手指消毒」など感染対策の再確認をお願いします。
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新型コロナワクチン追加接種
（３回目接種）に関するお知らせ

　新型コロナウイルスワクチンの2回接種を完了されている18 歳以上の市民を対象に、新型コロナウイル
スワクチン追加接種（3回目接種）を実施します。

対象者および接種回数
接種日時点で18歳以上の市民で、２回目の接種完了から原則8か月以上の間隔をおいて1回接種
ただし、65歳以上の市民は、2回目の接種完了から7か月以上の間隔をおいて1回接種

接種券の発送
2回目の接種完了日順に、1月7日㈮から毎週金曜日ごとに順次接種券を発送します。

予約方法
接種券が届いた方は、電話およびL

ラ イ ン
INEで、追加接種（3回目）の予約ができます。

電　話 L
ラ イ ン
I N E

☎ 0779-64-5543（7回線）
☎ 080-1032-2606
☎ 080-1038-1498
☎ 080-1359-6460
☎ 080-2125-3869
☎ 080-8854-0468

受付時間
月曜日から金曜日：午前9時～午後5時
土曜日：午前9時～正午
※日曜日、祝日は電話受付は行いません

ID：＠katsuyamacity

勝山市公式L
ラ イ ン
INEアカウントを友だちに追加

QRコードを読み込むかIDで検索してください

受付時間
受け付けは24時間予約が可能です。

予約は全てコールセンターで行います。市内医療機関や福祉健康センター「すこやか」の窓口では、予約の
受け付けを行いません。

接種場所

市内医療機関での個別接種 集団接種

木下医院、クリニカ・デ・ふかや、たけとう病院、
福井勝山総合病院、芳野医院、わかばやしこども
内科クリニック、勝山オレンジクリニック
2月1日㈫から随時開始します。

勝山市体育館「ジオアリーナ」
2月27日㈰、3月6日㈰に実施します。
※ 今回は集団接種の会場が、福祉健康センター「す
こやか」から「ジオアリーナ」に変更になります

使用するワクチンの種類
メッセンジャー RNAワクチン（ファイザー社ワクチンまたは武田/モデルナ社ワクチン）。
今回の接種では、1、2回目と違うワクチンを接種する交互接種が可能となっており、供給状況によりワク
チンの選択はできません。なお、集団接種については、武田/モデルナ社ワクチンを使用します。

問勝山市コールセンター（すこやか内）　☎64 ｰ 5543

新新型コ型 ロ
スワクチチン
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