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市では、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、ワクチン接種の安全かつ確実な実施に

向けて取り組んでいます。しかしながら、６月下旬に国からのワクチン供給量が大幅に減少するこ

とが明らかとなったため、予約受付の制限や停止を行わざるを得ない状況となりました。今後も希

望する方が安全かつ確実に接種を受けられるように、ワクチンの供給量に合わせた接種を実施します。

新型コロナウイルスワクチン

接種に向けた市の取り組み②
▲新型コロナウ

イルスワクチン　

トップページ

武蔵野市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

Tel.0570-666-852 （平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）

※通話料がかかります。お掛け間違いのないようにご注意ください。

▲武蔵野市新型

コロナワクチン

集団接種予約サ

イト

ワクチン接種のスケジュール（６月以降） ※ワクチン接種の対象者は12歳以上

接種対象者 接種方式 ６月 7月 8月 9月

65〜74歳
個別

集団

基礎疾患のある

方、妊娠中で接

種を希望する方

個別

集団

60〜64歳
個別

集団

40〜59歳

12〜18 歳

個別

集団

19〜39歳
個別

集団

6/8 予約開始

6/15 予約開始

8/16 予約開始

8/3 予約開始

7/2、7/21、8/2

優先予約実施

8/30 妊婦等

優先予約実施

7/2 予約開始
（7/5 受付停止）

7/2 予約開始
（7/5 受付停止）

7/2 予約開始
（7/5 受付停止）

8/3 予約再開

8/3 予約再開

8/3 予約再開

6/1
接種券
発送

年齢に

応じて

接種券

発送

６/24

接種券

発送

６/24・

28 接種

券発送

６/28

接種券

発送

※詳しいスケジュールについては、市ホームページ内の「新型コロナウイルスワクチン トップページ」をご覧ください。

ファイザー社製

ワクチンは 8 月末

現在、合計 126 箱

147000 回分／

73500 人分の

ワクチンが国から

供給されています

（追加配分含む）

市にこれまで供給されたワクチン数と供給日（ファイザー社製ワクチン）

配布日 箱数 可能接種回数／可能人数

5月 1日 1 975回分／ 487人分

5月 6日 2 1950回分／ 975人分

5月 16日 15 17550回分／ 8775人分

5月 27日 20 23400回分／11700人分

6月 20日 15 17550回分／ 8775人分

6月 24日 10 11700回分／ 5850人分

配布日 箱数 可能接種回数／可能人数

7月 16日 20 23400回分／11700人分

7月 19日 9 10530回分／ 5265人分

8月 5日 11 12870回分／ 6435人分

8月17・25日 13 15210回分／ 7605人分

※可能人数は、１人が２回接種するものとして計算しています。

※上記以外に東京都から計 10 箱の追加配分があります。

7/5 予約開始

6/15 かかりつけ医による相談予約開始
かかりつけ医がいない方は、接種券が届き次第予約開始。

（ 接種済人数や接種

率はこちらから）

〈夏号に続いて掲載している記事です〉
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さまざまな機会での接種会場市の取り組み状況の振り返り

令和３年

・ 65 ～ 74 歳の方を対象とした集団接

種予約受け付けを開始

・ 基礎疾患のある方のかかりつけ医に

よる相談・予約を開始

6 月15日

・ 自衛隊東京大規模接種センター専用

接種券交付に係る臨時窓口を開設

（18 日まで）

6 月 17日

・ 65 歳以上の未接種者かつ市集団接

種未予約者に対して、集団接種郵送

申請書を送付

6 月 21日

・ 障害者地域生活支援ステーション

「わくらす武蔵野」入所者への接種

を開始（７月２日まで）

6 月 23日

・ 40 ～ 64 歳の方に接種券を発送6 月 24日

・ 12 ～ 39 歳の方に接種券を発送6 月 28日

・ 基礎疾患のある方、妊娠中で接種を

希望する方の集団接種優先予約受け

付けを実施

7 月 21日

（8月 2日）

・ ワクチン接種証明書の交付申請受け

付けを開始（郵送申請のみ）

7 月 26日

・ 基礎疾患のある方の集団接種の優先

予約受け付けを実施

7 月 2日

・ 障害者通所施設利用者への接種を開

始

7 月 3日

・ 個別接種の新規予約受け付けを停止

・ 60 ～ 64 歳（65 歳以上も可）の方

を対象とした集団接種予約受け付け

を開始

7 月 5日

・ 12 ～ 39 歳（40 歳以上も可）を対

象とした集団接種予約受け付けの延

期を決定

7 月 6日

・ 国・都に市長および市医師会長連名

でワクチン供給・配分に関する要望

書を提出

・ 40 ～ 59 歳（65 歳以上も可）の方

を対象とした集団接種予約受け付け

を開始

7 月 9日

・個別接種の新規予約受け付けを再開

・ 40 歳以上・12～18 歳の方を対象と

した集団接種予約受け付けを開始

8 月 3日

・ 都に市長および市医師会長連名でワ

クチンの配分に関する要望書を提出

8 月11日

・ 12 歳以上のすべての方を対象とし

た集団接種予約受け付けを開始

・ 原則 40 歳以上の方を対象としたア

ストラゼネカ社製ワクチンの集団接

種予約受け付けを開始

8 月16日

ワクチンの接種は、自治体による集団接種会

場のほかにもさまざまな会場で行うことがで

きます。市のホームページでは、現在実施さ

れている国や都の接種会場・接種方法も含め

て紹介しています。

ワクチン接種証明書（ワクチンパス

ポート）とは、外国へ渡航する際の

防疫措置（入国後の一定期間の隔離

や陰性証明書の提出など）を緩和す

るために、関係機関に提示を求めら

れた際に使用することが想定された

証明書です。海外に渡航する方に対

して７月末から発行しています。

ワクチンパスポートって何？

必要書類や申請書はこちらをご覧ください

▲

▲大規模接種会

場に関するお知

らせ

自治体の

集団接種

東京都の

大規模接種

勤務先での

職域接種

ワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症の発症

を予防できると期待されていますが、効果は完璧で

はありません。また、ワクチン接種後に感染した方

から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分

かっていません。このため、引き続き感染予防対策

を継続し、「3 つの密」の回避、マスクの着用、せっ

けんによる手洗い、手指消毒用アルコールによる消

毒の励行などをお願いします。

また、これからの時期はインフルエンザの流行も懸

念されており、同時に感染することで重症化する可

能性もありますので、ワクチンを接種していても十

分な注意が必要です。

ワクチンで完全な感染予防はできません

  ご注意ください！

各医療機関の

個別接種


