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令和３年５月25日時点ワクチン接種に関するお知らせ
新型コロナウイルス

５月25日～ 27日に全世帯に配布した「新型コロナウイルス ワクチン
接種のご案内」と併せてお読みください。
ワクチン接種に関する情報は、市ホームページにも掲載しています。

高齢の方の集団接種の予約を受け付け 予約をしないと
接種を受けられません

●  無断でキャンセルをすると、その分のワクチンは使用できなくなる場合があります。体調不良
（37.5℃以上の発熱など）や用事で、当日急に接種できなくなった場合でも、必ず昭島市新型コ
ロナウイルスワクチンコールセンター☎0120-201432（毎日／午前９時～午後５時）にキャン
セルの連絡をしてください。

●  接種日の２日前までは、予約システムからもキャンセルできます。
●  キャンセルが多く生じた場合は、予約を一時的に再開することがあります。予約システム画面、
市ホームページ、携帯メール情報サービス、ツイッターなどでお知らせします。

●  急なキャンセルで余剰分となったワクチンは、介護従事者などに接種します。

 キャンセルは必ず連絡してください

昭島市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
☎ 0120-201432（通話料無料／毎日／午前９時～午後５時）

●  １回目の接種日時を選択すると、
その３週間後の同じ曜日・時間・
接種会場が、２回目の接種日時と
して自動的に選択されます。あら
かじめ都合の良い日を確認のうえ、
予約してください。

●  キャンセルする場合は、１回目と
２回目が両方ともキャンセルされ
ます。

予約方法を変更します 【例】

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

都合の良い日時を選択
してください。

１回目の接種

１回目の３週間後の同
じ曜日・時間・接種会
場が、自動的に選択さ
れます。

２回目の接種

接種クーポン券・案内の送付について
●  昭島市からの接種クーポン券・案内の送付は、昭島市に住民登録がある16歳以上の方が対象です。
●  高齢の方（昭和32年４月１日以前生まれの方）には、既に送付しました。それ以外の方（基礎疾患
のある方を含む）は、準備ができ次第お送りしますので、もうしばらくお待ちください。

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ（２～６ページ）

インターネットまたは電話で予約をしてください
●  接種クーポン券に「予約受付番号」が記載されていますので、お手
元にご用意のうえ、予約してください。

●  コールセンターの回線を増設して対応していますが、電話がつな
がりにくい状況にあり、ご不便をおかけしています。間違い電話
が多発していますので、番号のかけ間違いにはじゅうぶん注意し
てください。

●  インターネットを利用できる方は、４・５ページを参照のうえ、
予約システムでご予約ください。

●  ご家族や知人の方にご協力いただける場合は、インターネットで
の予約をお願いします。

昭島市公式
キャラクター
アッキー

市役所に電話・来庁
いただいても予約は
できませんので、
ご注意ください

二次元コード
はこちら▶

～65歳以上の方の予約枠は確保されていますのでご安心ください～

　65歳以上の方の集団接種について、下の表のとおり予約を受け付けます。
　前回の予約枠が約4000人分であったところ、今回は約２万人分を確保しています。受け付け開
始当初はコールセンター及び予約システムが混雑することが予想されますが、接種を希望する65
歳以上の方が予約できるじゅうぶんな枠を確保していますので、慌てずに予約してください。

　市では、安全・安心な接種体制の構築のため、市内の医療機関にご協力いただき、２つの集団
接種会場において集中的に接種を実施していきます。このため、高齢者の早期接種では、かかり
つけの医療機関などによる個別接種を実施する予定はありません。医療機関への問い合わせは控
えてください。

対象

月日

75 歳以上の方 65～74 歳の方

昭和22年４月１日以前生まれ 昭和22年４月２日～
昭和32年４月１日生まれ

６／４（金）
５（土）
６（日）
７（月）
８（火）
９（水）
10（木）
11（金）
12（土）
13（日）
14（月）
15（火）
16（水）

６月10日（木） 
午前９時から

６月15日（火） 
午後５時まで

予約受け付け（追加）

６月４日（金） 午前９時から

６月９日（水） 午後５時まで

予約受け付け

６月10日（木） 午前９時から

６月15日（火） 午後５時まで

予約受け付け

予約受け
付け時間

コールセンター =午前９時～午後５時（期間中は毎日）
インターネット＝24時間（期間中は毎日／初日は午前９時から、最終日は午後５時まで）

●  ６月４日～ 15日受け付け分は、約２万人（４万回分）です。
●   定員に達しない場合でも、６月15日（火）の午後５時をもって受け付けをいったん終了しますが、
６月22日（火）の午前９時から受け付けを再開する予定です。

●   今回の予約受け付けでの接種日は、下の表のとおりです。

都合により６月
９日までに予約
できなかった場
合は、この期間も 
受け付けます。

１回目の接種 ２回目の接種
フォレスト・イン昭和館 ６月７日～７月10日（※） １回目の接種の３週間後アキシマエンシス 体育館 ６月14日～７月10日（※）

※７月31日までとお知らせしていましたが、７月10日までに変更となりました。
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４

昭島市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
☎ 0120-201432（通話料無料／毎日／午前９時～午後５時）

予約システムでの予約方法（画面表示は一部変更になる場合があります）

３ ログインをクリック

ログインを
クリック

８ 確認画面に進むをクリック

確認画面に進
むをクリック

７ 電話番号を入力

１回目接種の日時を選択すると、２回目
接種は、その３週間後の同じ曜日・時間・
接種会場が自動的に設定されますので、
確認してください

電話番号
を入力

６ 接種時間を選択

【○】と表示されている中から
希望する時間を選択

５ カレンダーで１回目の接種を希望する日
を選択してから、その下にある接種時間
の一覧を表示

○と表示さ
れている日
を選択

クリックして
接種時間の一覧を表示

希望する会場を選択し、日時の選択に進
むをクリック

日時の選択に進
むをクリック

希望する会場
を選択

【今回の予約受け付けでの１回目接種は…】
＊フォレスト・イン昭和館＝６月７日（月）から
＊アキシマエンシス体育館＝６月14日（月）から

二次元コードはこちら▶

 専用予約サイトにアクセス
https://akishima.hbf-rsv.jp/

１

既に送付した接種クーポン券に記載され
ている予約受付番号と生年月日を入力

予約受付番号
を入力生年月日を

入力

２

10 接種予約完了の画面で、
「１回目、２回目の接種予約が完了しま
した。」と表示されたら、予約完了

９ １回目と２回目の予約内容が表示されま
すので、確認のうえ、予約の確定をクリッ
ク

予約の確定を
クリック

１回目、２回目の
接種予約が完了し
ました。

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ（２～６ページ）
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今後の接種予約の受け付けについて
今号でお知らせした日程以降の予約受け付けについては、決まり次第、「広報あきしま」、市ホー
ムページ、携帯メール情報サービス、ツイッターなどでお知らせします。

問い合わせ（通話料無料）

昭島市新型コロナウイルスワクチンコール
センター
 ☎ 0120-201432

（毎日／午前９時～午後５時）

昭島市のワクチン接種に関すること

厚生労働省新型コロナワクチンコール
センター
 ☎ 0120-761770

（毎日／午前９時～午後９時）

ワクチン全般・副反応などに関すること

●  予約日時を確認のうえ、受け付け時間に間に合うよう
に会場へお越しください。所要時間は、接種後の健康
観察も含め30分程度です。

●  半袖など、肩を出しやすい服装で来場してください。
●  介助が必要な方は、付き添いの方と来場してください。
●  持ち物は右のとおりです。忘れると接種を受けられま
せんので、ご注意ください。

【持ち物】
・接種クーポン券
・ 予診票（当日の体温などの必要
事項を事前に記入）
・ 本人確認できる書類（健康保険
証など）

接種当日は

昭島市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
☎ 0120-201432（通話料無料／毎日／午前９時～午後５時）

市内の接種場所へのタクシー利用費を助成
●  対象は、昭和32年４月１日以前生まれの方です。
●  市内の接種場所への交通手段として、次の指定タクシー会社を利用した場合、500円を超えた
分の運賃を助成します。１回目・２回目接種のいずれも、往路・復路ともに利用できます。
　＊昭島交通 ☎042-541-0107
　＊拝島交通 ☎042-541-0006
　＊京王自動車昭島営業所 ☎042-543-9966
●  乗車時（タクシー会社に配車を依頼する際は
依頼時）に、「高齢者ワクチン接種タクシー利
用助成」であることを伝え、接種クーポン券
を提示してください。降車時に運転手に500
円（現金のみ）を支払ってください。

●  途中で別の場所に立ち寄る場合は、助成の
対象となりません。

●  障害者割り引きとの併用はできません。
●  詳しくは、市役所交通安全係へ問い合わせ
てください。

復　路

接種場所や
タクシー乗り場
（いずれも市内）

自 宅

往　路

自宅や
タクシー乗り場
（いずれも市内）

市内の
接種場所

自己負担額
片道500円（現金のみ）

大規模接種センター（東京センター）での接種を希望する方へ
W
ウ ェ ブ

ebサイト、L
ラ イ ン

INEでの予約のみとなります。受け付け期間など詳
しくは、防衛省ホームページをご覧ください。

防衛省ホームペー
ジはこちら▶


