新型コロナワクチン追加接種（３回目）を、２月３日（木）から実施します。対象は、
２回目の接種を完了した18歳以上の方です。接種は任意ですので、ワクチンの予防効果や
副反応などを考慮し、受けるかどうかを検討してください。

接種券と案内を１月17日から順次送付します
発送予定時期は、右の表のとお

２回目接種の完了時期

発送予定時期

りです。２回目接種を受けた時期 令和３年 6 月 15 日～30 日 令和４年１月 17 日から
によって異なります。順次ご案内 令和３年 7 月 １日～15 日 令和４年１月末頃から
していきますので、お手元に届く 令和３年 7 月 16 日～31 日 令和４年 2 月中旬から
令和４年 3 月以降、順次
まで、慌てずにお待ちください。 令和３年８月 1 日以降
※国からのワクチン供給量によって、変更となる
場合があります。

① 令和３年７月31日までに、２回目の接種を昭島市の集団接種
会場で受けた65歳以上の方
⇒ 予約時の混乱を避けるため、３回目接種の日時・会場、ワクチ
ンの種類をあらかじめ指定し、接種券に記載しています。
◎指定のとおり接種を受ける方…別途予約をする必要はありません。記載さ
れた日時に、直接会場へお越しください。

◎接種日時やワクチンの種類の変更を希望する方…昭島市新型コロナワク
チンコールセンター、または、予約システムで変更の手続きをしてください。

◎個別接種を希望する方…指定病院へ直接予約をしてください。その後、接
種券に記載された予約について、昭島市新型コロナワクチンコールセンタ
ー、または、予約システムでキャンセルの手続きをしてください。

※いずれも詳しくは、接種券に同封の案内をご覧ください。

① に該当しない方（大規模接種会場などで接種した方など）
⇒ ３回目接種の予約が必要です。予約方法など詳しくは、
接種券に同封の案内や市ホームページ等でお知らせします。

集団接種と個別接種を実施します
◎集団接種会場
会

場

フォレスト・イン 昭和館
（拝島町 4017-３）

アキシマエンシス体育館
（つつじが丘３-３-15）

使 用 ワ ク チ ン 武田／モデルナ社製

ファイザー社製

接種開始予定日 ２月３日（木）

2 月 10 日（木）

接

種

日

接種時期により人数が異なるため、開設日時が変動します。
時 詳しくは、接種券に同封する案内、
「広報あきしま」、市ホームペー
ジでご確認ください。

◎個別接種の指定病院
個別接種を希望する方は、接種券が届いた後、指定病院へ直接予約をしてください。
その後、接種券に指定された集団接種の予約を必ずキャンセルしてください。
病院名・所在地

竹口病院
玉川町 4-6-32

昭島病院
中神町 1260

昭和の杜病院
宮沢町 522-2

うしお病院
武蔵野 2-7-12

太陽こども病院
松原町 1-2-1

１・２回目

3 回目

15 歳以上の方 18 歳以上 電話：042-541-0176
※中学生を除く の方
平日の午後２時～４時

使用ワクチン
武田/モデルナ
社製

武田/モデルナ
15 歳以上の方 18 歳以上 電話：042-546-3111
平日の午前 9 時～午後 5 時 社製
※中学生を除く の方
12 歳以上の方

18 歳以上 電話：042-500-261６
の方
平日の午後１時～４時

武田/モデルナ
社製

15 歳以上の方 18 歳以上 電話：080-3570-8158
ファイザー社製
※中学生を除く の方
平日の午後 2 時～４時
12 歳～15 歳
までの小・中学
生のみ

—

東京西徳洲会病院 15 歳以上の方 18 歳以上
松原町 3-1-1

予約先

※中学生を除く の方

電話：042-544-7511
平日の午前 9 時～11 時 30 ファイザー社製
分、午後 2 時～5 時
電話：042-500-4447
平日の午前 9 時～午後 5 時、 ファイザー社製
土曜日の午前 9 時～正午

※ １・２回目と３回目の接種では、対象者の年齢が異なります。ご注意ください。
※ 接種日時は医療機関ごとで異なりますので、お電話などでご確認ください。
※ ワクチンの供給状況によっては、使用ワクチンが変更となる場合もあります。

ワクチンの種類と供給予定 （令和４年１月５日時点）
国から供給されるワクチンは、ファイザー社製と武田/モデルナ社製の２種類あり、
１・２回目と異なるワクチンを３回目に接種する「交互接種」が可能となっています。
昭島市では、３月末まで
の接種予定者（約31,000
人）に対し、右の表のとおり
供給される予定です。

ワクチン

配分日
令和３年
11 月～12 月末
ファイザー社製
令和４年 1 月末
武田/モデルナ社製 令和４年 1 月末
合
計

供給量
11,700 回分
7,020 回分
14,550 回分
33,270 回分

◎交互接種の安全性と効果について
【安全性】追加接種（３回目）後７日以内の副反応は、１・２回目と同じワクチンを
接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容される。
【効 果】１・２回目接種でファイザー社製ワクチンを受けた人が、３回目でファイ
ザー社製ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社製ワクチンを受けた
場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇する。
（厚生労働省：英国での研究結果報告より） ※ 武田/モデルナ社ワクチンは、３回目接種は 50 ㎍接種するこ
とになっているが、本研究結果は 100 ㎍接種した場合の結果

ワクチン接種の有効性と副反応
● 接種を２回完了しても、徐々に抗体価が減少しますが、３回目の接種を行うことに

よって、十分な抗体を獲得できるとされています。
● 主な副反応として、接種部位の痛み、疲労、頭痛、悪寒、発熱、筋肉痛、関節痛など

の症状が現れるといわれていますが、数日以内に治まるとされています。
● 若い年代では、接種に対する緊張や不安から、血管迷走神経反射といわれるめまい

や、意識が遠のくような症状が現れることがありますが、安静にしていると軽快に
向かいます。
● 10～20代の男性における心筋炎や心膜炎の発症例が報告されています。これらの

多くは軽症で、軽快や回復の報告がされていますが、専門家によると、この事象に
ついては注視していく必要があるとされています。

問い合わせはこちら

※おかけ間違いのないようご注意ください

住民税非課税世帯などへ支給する臨時特別給付金のご案内
（令和４年１月５日時点）
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中において、
『住民税均等割非課税世帯』、
及び、『新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯（家計急変世帯）』を
対象に、１世帯当たり10万円を支給します。

【 ①住民税均等割非課税世帯 】
基準日（令和３年12月10日）に昭島市に住民登録があり、世帯全員の令和３年度分
の住民税均等割が非課税である世帯が対象です。ただし、世帯全員が、住民税均等割
が課税されている方（親族等）から扶養を受けている場合は、対象となりません。
①の要件を満たす「令和３年１月１日時点で昭島市に住民登録がある世帯」
・令和２年度に給付した『特別定額給付金』申請時の登録口座へ振り込む予定です。
・令和４年２月上旬以降、口座情報などが記載された「支給要件確認書」を昭島市
から送付しますので、内容を確認のうえ、期日までに返送してください。
①の要件を満たす「令和３年１月２日以降に昭島市へ転入した世帯」
・昭島市から前住所地の市区町村へ照会し、令和３年度住民税均等割が非課税で
あることを確認でき次第、「支給要件確認書」を送付します（２月中の予定）
。
・同封する案内をご覧のうえ、振り込み先の金融機関口座を記入し、必要書類を
貼付して返送してください。
・住民税の申告がなされていないなど、収入が確認できない世帯には「申請書」
を送付（２月中の予定）しますので、該当となる世帯の方は必要事項を記入の
うえ、必要書類を貼付して申請してください。

【 ②家計急変世帯 】※申請書類の提出が必要です。
令和３年１月１日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変（収
入の減少など）し、世帯全員のそれぞれの年間収入見込み額（令和３年１月から４年
９月までの任意の１か月の収入×12倍）が、住民税均等割が非課税となる水準に相
当する額以下となる世帯が対象です。
・住民税均等割が非課税となる水準については、市ホームページの参照、または、下記
コールセンターまでお問い合わせください。
・家計急変世帯による申請手続きは、
「申請書類」の提出が必要となります。申請書の
配布場所や申請受け付けの時期などについては、決まり次第、
「広報あきしま」
、市ホ
ームページでお知らせします。
・申請書類の受け付け期限は、令和４年９月30日です。

【問い合わせ先】

昭島市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
電話 ０４２-５４４-５１２５ （平日の午前８時３０分～午後５時）
【１月17日開設】 ＦＡＸ ０４２-５４４-５１３１

