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令和3年

（2021年）　 すべての市民の皆さんに
　　　　ワクチン接種の機会を！

新型コロナウイルスワクチン特集号

　4月12日からスタートした市のワクチン接種は、6月21日時点で19万3,401回(1・2回目合計）となって
おり、65歳以上の方の77.3％が1回目の接種を済ませています。これを受け、市ではワクチン接種を希望
するすべての市民の皆さんが、市内で10月末までに接種できる環境を整えるための独自の「ワクチン
接種促進プラン」を策定しました。今後は下表のとおり、16 ～59歳の方への接種を進めていきます。

ワクチン接種スケジュール

年齢区分
（令和4年3月31日時点の年齢）

クーポン券
発送日（※1）

基礎疾患あり（※2） 基礎疾患なし

予約開始日（※3） 接種開始日 予約開始日 接種開始日

55 ～ 59歳

6月23日（水）

7月5日（月）
7月11日（日）

7月22日（木）
8月9日（月）

50 ～ 54歳 7月6日（火） 7月23日（金）

45 ～ 49歳 7月7日（水）
7月18日（日）

7月24日（土）
8月15日（日）

40 ～ 44歳 7月8日（木） 7月25日（日）

35 ～ 39歳

6月30日（水）

7月18日（日）
8月1日（日）

8月15日（日）

8月29日（日）
30 ～ 34歳 7月19日（月） 8月16日（月）

25 ～ 29歳 7月20日（火）
8月8日（日）

8月17日（火）

16 ～ 24歳 7月21日（水） 8月18日（水）

60歳以上の方、難病などがある方の
予約も引き続き受け付けています。

（※1）クーポン券は、発送から手元に届くまで最長7日程度かかります。
（※2）基礎疾患の基準については市のホームページ、または

            右の二次元コードからご覧ください。
（※3） 各予約開始日の午前9時から予約を受け付けます。　　　　　

予約開始時間までは、予約専用サイトにログインできません。

次の対象へのグループ接種を実施します。
▶介護支援専門員など訪問・通所の高齢者施設等の
従事者　▶市内在住の教員・保育士　▶看護専門学
校や大学コンソーシアム八王子加盟大学の看護学部
の学生

医師会と連携し、大学に対する病院の協力体制や会
場運営について情報提供などを行います。

商工会議所や企業からの相談に応じ、情報提供など
を行います。

12 ～ 15歳への接種について、教育委員会や医師会と
検討を進めます。

64歳以下の精神・知的障害がある方など、集団接種会
場での接種が難しい方への接種を検討します。

これまでの集団接種に加えて

アクションプランにより以下の項目を推進

グループ接種

大学拠点接種支援

職域接種支援

12歳から15歳への接種

訪問接種1

2

3

4

5



日曜日の接種会場（8月分）

平日の接種会場（7・8月分）

日曜日の接種会場（7月分）

市でのワクチン接種
予約から接種までの流れ

1
◆  会場へは時間どおりにお越しください。会場での密を避け

るため、予約時間に受付を開始します（会場には、受付開始
までお待ちいただく場所がありません。混雑を避けるため、
ご理解とご協力をお願いします）。

◆ 会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
◆  駐車場に限りがあるため、公共交通機関をご利用ください。

会場入口で受付

3
◆  ワクチンは肩付近に注射します。接種当日は肩を出しや

すい服装でお越しください。

医師による問診・ワクチン接種

4
◆  待機所に移動し、経過観察を15分程度行います。体調に

異変が起きた場合は、お近くの係員にお知らせください。

経過観察

接種日当日から、インターネット・電話で2回目の予約が行えます。
※ファイザー社製のワクチンの場合、2回目の接種は、標準として1回目の接種日から20日（3週間後の同じ曜日）以上
の間隔をあける必要があります。

（2）接種を受ける

（3）2回目接種の予約

　やむを得ず接種をキャンセルされる場合は、必ず手続きをし
てください。2日前までは予約専用サイト、またはコールセン
ターで。前日以降はコールセンターで手続きをお願いします。

キャンセルは必ず事前連絡を

接種会場 曜日・期日

市役所本庁舎
1階市民ロビー

月・水・金
※7月2・5・23日、8月9日を除く

八王子スクエアビル
11階学園都市センター（旭町）

月・火・水・木・金
※7月22・23日、8月19日を除く

石川市民センター 月・火・水

イーアス高尾（東浅川町） 水・木・金
※7月8・14・22・23日、8月11・12日を除く

高尾の森わくわくビレッジ
（川町） 7月2・7・9日

イトーヨーカドー南大沢店
（南大沢二丁目）

月・火・水・木・金
※7月22・23日を除く

市民会館跡地（上野町） 月・火・水・木・金
※8月2日から

新型コロナウイルスワクチン
接種会場（7・8月分）

地 域 7月11日 7月18日

中央地域
第七小、第五中、
いずみの森義務教育学校、
大和田小、清水小、第五小

第七小、第五中、
いずみの森義務教育学校、
大和田小、清水小、第五小

北部地域 小宮小、石川中、第八小 小宮小、石川中、第八小

西南部地域
横山第二小、船田小、館小、
椚田小、横山第一小、
東浅川小

横山第二小、船田小、館小、
椚田小、横山第一小、
東浅川小

西部地域
弐分方小、恩方第一小、
上壱分方小、陶鎔小、横川小

弐分方小、恩方第一小、
上壱分方小、陶鎔小、横川小

東南部地域
長沼小、片倉台小、
由井第三小、打越中、七国小

長沼小、片倉台小、
由井第三小、打越中、七国小

東部地域
由木東小、上柚木小、
別所小、柏木小、由木中央小

松が谷小、上柚木小、
別所小、柏木小、由木中央小

企業や大学からも
ご協力いただいています
　市内の企業や大学にご協力いただ
き、7・8月は多くの会場を確保する
ことができました。
　9月以降の会場や日程は決まり次
第、本紙や市のホームページでお知
らせします。

インターネットで予約 電話で予約

市のホームページ、または右下の二次元コードからワ

（1）予約する

☎0120・383・183

新型コロナワクチン接種コールセンター

午前9時～午後5時（年中無休）

クチン予約専用サイトにアクセスし、「予約
受付番号」と生年月日を入力し、画面の案内
に従って予約してください。

お手元にクーポン券をご用意のうえ、予約を進めてください。

接種会場に持参するもの

▶運転免許証
▶マイナンバーカード
▶被保険者証 など

本人確認書類

クーポン券
(シ ー ル を 剥 が さ ず に

お持ちください）

予診票
(事前にご記入を）

2
◆  優先接種に該当する方は「基礎疾患等申出書」も提出し

てください。

クーポン券・本人確認書類・予診票を提出

◆ 7月25日は市民会館跡地（上野町）のみ開場します。この会場
の予約開始は7月5日（月）の午前9時からです。

地 域 会 場 期 日

中央地域

市民会館跡地（上野町） 8月1・8・15・22・29日

八王子スクエアビル
11階学園都市センター（旭町）

8月1・8・15・22・29日

市役所本庁舎
1階市民ロビー

8月1・15・22・29日

工学院大学（中野町） 8月22・29日

北部地域

加住市民センター 8月1・8・15・22・29日

石川市民センター 8月1・8・15・22・29日

創価大学（丹木町一丁目） 8月15・22日

西南部地域

横山南市民センター 8月1・8・15・22・29日

浅川市民センター 8月1・8・15・22・29日

長房市民センター 8月1・8・15・22・29日

法政大学（町田市相原町） 8月1・8・22・29日

イーアス高尾（東浅川町） 8月1・8・15・22・29日

西部地域

川口市民センター 8月1・8・15・22・29日

恩方市民センター 8月1・8・15・22・29日

共立女子第二中学校高等学校
（元八王子町一丁目）

8月1・8・22・29日

東南部地域
由井市民センター 8月1・8・15・22・29日

東京工科大学（片倉町） 8月1・8・15・22・29日

東部地域

東京海上日動多摩総合グランド
内クラブハウス（別所二丁目）

8月1・8・15・22・29日

中央大学（東中野） 8月1・8・15・22・29日

イトーヨーカドー南大沢店
（南大沢二丁目）

8月1・8・15・22・29日

東京薬科大学（堀之内） 8月8・15・29日

　「クーポン券」、「予診票」、「本人確認書類」を
お持ちください。予診票は事前に記入し、クー
ポン券は剥がさずにお持ちください。
　また、優先接種に該当する方は同封してある

「基礎疾患等申出書」も持参してください。

◆8月分の予約開始は7月11日（日）の午前9時からです。
◆風水害などで接種を実施できない場合は、市のホームページ、防災行政無線などでお知らせします。
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ワクチン接種 Q＆A

ワクチン接種は任意ですか？

接種を受けるかどうかはご自身の判断になりま
す。日々の健康や基礎疾患などで心配なことがあ
る方は、事前にかかりつけ医にご相談の上、接種
の判断をしてください。

Q

A

クーポン券を失くしてしまいました。
再発行することはできますか？

クーポン券を紛失、破損してしまった場合は再発
行の手続きをすることができます。新型コロナ 
ワクチン接種コールセンター（☎0120・383・183）
までご連絡ください。なお、新しいクーポン券が
届くまで3週間程度かかります。

Q

A

ワクチンの効果について教えてください。

ファイザー社製、武田/モデルナ社製、いずれのワク
チンにも高い発症予防効果が確認されています。 
また、ウイルスに感染してしまった場合も重症化を
防ぐ効果が期待されています（現在、市の接種会場
ではファイザー社製のみ使用しています）。

Q

A

ワクチン接種後に注意することはありますか？

接種当日は、激しい運動や過度の飲酒などは控えま
しょう。また、手洗いやマスクの着用、三密の回避と
いった感染症予防対策にも引き続きご協力をお願
いします。

Q

A

副反応が心配なのですが…

現在、確認されている副反応の主な症状としては、
注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み
などがあります。また、まれな頻度でアナフィラキ
シー（急性のアレルギー反応）が発生します。
※副反応の多くは2 ～ 3日でおさまります。おさま
らない場合はかかりつけ医、もしくは東京都新型コ
ロナウイルスワクチン副反応相談センター（☎03・
6258・5802）までご相談ください。
※接種後にもしアナフィラキシーが起こっても、す
ぐに対応ができるよう、接種会場や医療機関では、
医薬品などの準備をしています。

Q

A

他市に住民票がありますが、八王子市で接種する
ことはできますか？

住民票のある市での接種が原則です。ただし、住
民票のある自治体から発行されたクーポン券を
お持ちで条件に該当する方は、本市での接種が可
能です。詳しくは市のホームページ、または下の
二次元コードからご覧ください。
※現在受付しているのは65歳以上の方で
す。64歳以下の方はしばらくお待ちください。

Q

A

　市からお届けするクーポン券は、国の大規模接種センターで
のワクチン接種にもご利用いただけます。大規模接種センター
の予約方法や日時など、詳しくは右下の二次元コードからご覧
ください。問い合わせは「自衛隊 東京大規模接種センター」へ。
　※市では、大規模接種センターに関するお問い合わせはお受
けできません。また、クーポン券が届いていない方に「予約受付
番号」などをお知らせすることはできません。必ずクーポン券が
届いてから、ご予約いただくようお願いします。

　新型コロナウイルスワクチンは2回とも同じ
種類のものを接種する必要があります。市の接
種会場（ファイザー社製）と国の大規模接種セン
ターや職域接種（武田/モデルナ社製）ではワク
チンの種類が異なりますのでご注意ください。

ワクチンは2回とも
同じ種類を接種してください

国の大規模接種センターでの接種や職域接種もご検討ください

二重予約はしないでください
　市の接種と国の大規模接種センターでの二
重予約はしないでください。万が一、二重予約
をしてしまった場合は速やかにどちらかの予
約を取り消してください。

☎0570・056・730（予約・お問い合わせ）
☎0570・056・750（English ）

☎0570・056・760（副反応について ）

自衛隊 東京大規模接種センター
午前7時～午後9時（年中無休）
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