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4月下旬に、一部の高齢者施設の入所者から

新型コロナウイルスワクチンの
接種が始まります
そのほかの高齢者の予約は５月６日 から、接種は５月11日 から開始予定
市は、16歳以上の市民の方を対象に、新型コロナウイルスワクチンの接種を実施します。まず、４月中旬に
国から975人分のワクチンが供給される予定です。接種は、クラスター抑止のため、一部の高齢者施設※の入所
者から開始します。そのほかの高齢者の予約は５月６日㈭午前８時30分から、接種は５月11日㈫から開始する
予定です。市民の皆さんができる限り早く、安心してワクチンを接種できるよう準備を進めています。
※介護老人福祉施設、介護老人保健施設など

対象者と接種時期
立川市に住民登録がある16歳以上の方を対象に、令和４年２
月28日までに、次の優先順位に沿って実施します。ただし、同

基礎疾患のある方とは

じ優先順位の中でも、ワクチンの供給量によって、さらに接種時

Ⓐ・Ⓑのいずれかにあてはまる方です。

期を分ける場合があります。

なお、基礎疾患を証明する診断書等は必要ありません。予診票

接種の優先順位

1（昭和32年４月１日以前に生まれた方）
1以外の方で、基礎疾患のある方、高齢者施
2 設等で従事する方
3 1・2以外の16歳以上の方
高齢者

令和３年度中に65歳以上に達する方

接種券の発送と予約・接種の開始時期

に記載していただき、必要に応じて問診で確認します。
Ⓐ次の病気や状態の方で、通院・入院している方
▶慢性の呼吸器の病気▶慢性の心臓病（高血圧を含む）▶慢性の腎
臓病▶慢性の肝臓病（肝硬変等）▶インスリンや飲み薬で治療中の
糖尿病または他の病気を併発している糖尿病▶血液の病気（鉄欠
乏性貧血を除く）▶免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍
を含む）▶ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けて
いる▶免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患▶神経疾患や神経
筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）▶染色体異
常▶重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複し

４月中旬以降順次、高齢者に接種券を発送します。予約は５月

た状態）▶睡眠時無呼吸症候群▶重い精神疾患〔精神疾患の治療の

6日㈭午前８時30分から、接種は５月11日㈫から開始する予定で

ため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、ま

す。それ以外の方への接種券の発送や、予約・接種の開始時期は、

たは自立支援医療（精神通院医療）
で「重度かつ継続」に該当する

ワクチンの供給量に応じて、今後の「広報たちかわ」や市ホーム

場合〕や知的障害（療育手帳を所持している場合）

ページでお知らせします。

ⒷBMI 30以上の肥満の方
BMI の計算方法：BMI ＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）
BM I 30の目安：身長160cmの場合、体重77kg

接種場所

接種回数と費用

かかりつけの医療機関で接種することを基本としますが、医

一定の間隔を空けて、同じ種類のワクチンを２回接種します

療機関での接種が困難な方のために、市内公共施設等で集団接

（ファイザー社のワクチンの場合は、通常、１回目の接種から

種も実施します。高齢者への接種は、医療機関では５月11日
㈫から、集団接種会場では５月15日㈯から開始する予定です。

３週間後に２回目を接種します）。
接種費用は無料（全額公費）です。

くわしくは２・３面をご覧ください。

The information of COVID-19 vaccination has been reported in this public information paper. ／登载有新冠肺炎疫苗接种的信息。／신종 코로나 바이러스 예방접종 정보에 대해 기재합니다

1 接種券が届く

2

接種時期・場所を
確認する

3 予約をする

4 接種を受ける

接種券が届いても、すぐに接種できるとは限り

インターネットや電話で、希望する日時と場所

マスクを着用し、肩を出しやすい服装でお越し

◦接種直後は接種を受けた施設で15分～30分待

種券は、対象者本人以外は使えませんので、ご注

ません。高齢者の接種は５月11日㈫から開始す

を予約してください。高齢者の予約は５月６日㈭

ください。当日は自宅で検温し、明らかな発熱が

機し、体調に異常を感じた場合には、速やかに

意ください。

る予定です。それ以外の方の接種時期は、市ホー

午前８時30分から開始する予定です。予約の際

ある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、

医師へ連絡してください。

ムページや「広報たちかわ」で随時お知らせしま

は接種券に記載された「接種券番号」が必要です。

予約センターか医療機関に連絡をしてください。

すので確認してください。

●インターネット

●持ち物

診票（２回分）
なども同封されています。

接種場所は下記「接種場所」

立川市接種予約受付システム〔24時間受付〕
初回とパスワード変更時にメールアドレス
が必要です。

をご覧ください。
●電話

立川市新型コロナウイルスワクチン接種予約センター
☎（595）8006〔土曜・日曜日、祝日を除く、午前８
時30分～午後５時30分〕

◦注射した部分は清潔に保ち、こすらないように
してください（当日の入浴は問題ありません）。

◦接種券
（シールを剥がさず

◦当日の激しい運動は控えてください。

台紙ごとお持ちください）

●２回目の予約を忘れずに

◦本人確認書類
（運転免許証、

一定の間隔を空けて、同じ種類のワクチンを２回

健康保険証等）

接種します（ファイザー社のワクチンの場合は、通常、

◦予診票
（事前に記入してく

１回目の接種から３週間後に２回目を接種します）。

ださい）

接種場所

接種の前にご確認ください

３月24日時点の接種可能な医療機関・集団接種会

●市ホームページ

場は表１・表２のとおりです。ただし、接種場所や日

●コロナワクチンナビ

■表2

集団接種会場
会場

●接種できない方

▶抗凝固療法※3を受けている、または血小板減少症や凝

次に該当する方や、医師が不適当な状態と判断した場

日程

固障害（血友病など）がある▶過去に免疫不全の診断を受

程は今後の状況により変更となる場合があります。最

1 市役所

５月22日㈯・23日㈰、６月19日㈯・20日㈰

合は、接種できません。

新の情報は、市ホームページをご覧いただくか、予約

2 健康会館

５月29日、６月12日・26日の土曜日

▶明らかに発熱している ▶重い急性疾患にかかってい

臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患が

3 女性総合センター１階 ７月以降、水曜・木曜・金曜日の特定日に実施予定

る▶本ワクチンの成分に対して過敏症 の既往歴がある

ある▶過去に予防接種を受けて、接種後２日以内に発熱

4 西砂小体育館

５月15日㈯・16日㈰、６月12日㈯・13日㈰

※１ 明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指しますが、37.5℃を下
回る場合も平時の体温に鑑みて発熱と判断される場合があります。
ぜんめい
※２ アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸
困難、頻脈、血圧低下等、
アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた

センターにお問い合わせください。また、国のホーム

（３月中に開設予定）

ページ「コロナワクチンナビ」でも探すことができます。

●電話

5 松中小体育館

６月５日㈯・６日㈰、７月10日㈯・11日㈰

予約が必要で、直接会場に行っても接種できません。

6 上砂川小体育館

５月22日㈯・23日㈰、６月19日㈯・20日㈰

●住所地以外で接種できる場合があります

☎（595）8006

7 旧若葉小体育館

５月29日㈯・30日㈰、６月26日㈯・27日㈰

〔土曜・日曜日、祝日を除く、午前８時30分
～午後５時30分〕

入院・入所中の方や基礎疾患で治療中の方は、医療
機関や施設にご相談ください。お住まいが住所地と異
なる方は、お住まいの市区町村にご相談ください。

■表1

接種可能な医療機関（所在地順）
医療機関名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

井上レディースクリニック
（女性のみ）
西立川おとなとこどものクリニック
唯善クリニック内科・呼吸器内科
奥平クリニック
多摩整形外科
かとり耳鼻咽喉科
毛利もとこ女性クリニック
（女性のみ）
たはらほほえみクリニック
こども支援総合クリニック
もりかわよしゆき小児科
上杉クリニック
田中内科医院
立川中央病院
諏訪の森クリニック
ナビタスクリニック立川
立川駅前レディースクリニック
（女性のみ）
のくぼ整形外科クリニック
立川内科クリニック
馬場クリニック
グリーンウッドスキンクリニック立川
立川中央病院附属健康クリニック
川野病院
立川相互ふれあいクリニック
立川相互ふれあいクリニック健康管理センター
まつもとクリニック

令和3年
（2021年）
3月30日

富士見町1-26-9
富士見町1-31-18 西立川 K Iビル2階
富士見町1-34-9 イーストンビル1階
富士見町4-10-18
富士見町7-13-8
柴崎町2-1-6 エルタワータチ6階
柴崎町2-1-8 立川駅南口メディカルモール2階
柴崎町2-1-8 立川駅南口メディカルモール2階
柴崎町2-1-8

立川駅南口メディカルモール3階

柴崎町2-1-8 立川駅南口メディカルモール4階
柴崎町2-14-25 セゾン1階
柴崎町2-17-14
柴崎町2-17-21 2階
柴崎町3-1-1 エキュート立川4階
柴崎町3-1-1 昴ビル5階
柴崎町3-8-2 ビルドはなさい4階
柴崎町3-8-2 ビルドはなさい5階
柴崎町3-10-20 渡辺ビル1階
柴崎町3-11-20
柴崎町3-14-2 BOSEN4階
錦町1-7-5
錦町1-23-4
錦町1-23-4
錦町2-1-33 立川南口HMビル2階

医療機関名

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

玉置クリニック
耳鼻咽喉科松田クリニック
福井クリニック
はごろも内科・小児科
松生クリニック
西国立整形外科クリニック
さいとう内科外科クリニック
楓クリニック ららぽーと立川立飛
立川通クリニック
くすのき内科クリニック
タウンクリニック
たちかわファミリークリニック
石井医院
立川北口駅前クリニック
江守皮膚科クリニック
むさしのアレルギー呼吸器クリニック
立川クリニック
村上クリニック
クリニックファーレ
林整形形成外科
藤井医院
ふじさわクリニック
浅見内科医院
若葉こどもクリニック
富永医院

立川市役所（〒190-8666）
立川市泉町1156-9 ☎
（523）
2111
（代表） Fax
（521）
2653

※2

▶過去にけいれんを起こしたことがある▶本ワクチンの
成分に対してアレルギーが起こるおそれがある▶妊娠中
の方や妊娠している可能性がある方

◦時間は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
◦松中小
（上表５）
を除き、７月以降の実施日は未定です。
◦車での来場はご遠慮ください。
◦小学校
（上表４～７）
にお越しになる場合は上履きを持参してください。
◦旧若葉小
（上表７）
の所在地は若葉町4-24-1
（若葉台小旧校舎）
です。
◦集団接種会場では、おおむね４週間の間隔で日程を設定しています。

所在地

けた、または近親者に先天性免疫不全症の方がいる▶心
※1

立川市新型コロナウイルスワクチン接種予約
センター〔コールセンター〕

なお、医療機関・集団接種会場で接種を受けるには

3

5 接種を受けた後は

接種券が届いたら名前を確認してください。接

封筒には接種券
（A4判、３つ折り）のほかに、予

自治体の職員を装ったワクチン詐欺に注意してください。行政機関等が新型コロナウイルスのワクチン接種に関して金銭を要求することはありません
〔立川警察署、市生活安全課〕

接種の流れ

●注意が必要な方
次に該当する方は、接種にあたって注意が必要です。
接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

所在地
錦町2-3-13
錦町2-5-27 レジデンスカスヤ1階
錦町3-1-16 中野LKビル1階
羽衣町1-16-9
羽衣町2-12-27
羽衣町2-49-7
羽衣町3-12-3 西国立グリーンマンション1階
泉町935-1 ららぽーと立川立飛1階
高松町2-1-27 立川メディカルビル5階
高松町2-26-3 東邦ビル1階
高松町3-21-9
高松町3-28-7
曙町1-19-4
曙町1-31-2 遠藤創進ビル3階
曙町2-5-18 東財曙町ビル4階
曙町2-8-30 三上ビル2階
曙町2-11-2 フロム中武7階
曙町2-16-3
曙町2-34-6 コクーンビル5階
栄町2-59-16
栄町5-22-6
栄町5-37-12 エルファーパレス中山1階
若葉町1-11-20
若葉町1-11-22 わかばクリニックモール2階
若葉町1-13-2 けやき台団地9-1

※３ 対象の抗凝固薬 ワーファリン（ワルファリンカリウム）、
プラザキサ（ダビガトランエテキシラート）、イグザレルト（リ
バーロキサバン）、エリキュース（アピキサバン）、リクシアナ
（エドキサバントシル酸塩水和物）

医療機関名

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

鈴木慶やすらぎクリニック
立川新緑クリニック
立川若葉団地クリニック
あおば内科クリニック
やまうち耳鼻咽喉科
神津小児科医院
永井産婦人科病院（女性のみ）
松土胃腸科外科医院
立川在宅ケアクリニック
竹田医院
柏町内科・消化器内科クリニック
幸町腎クリニック
菅家医院
玉川上水クリニック
街のクリニック立川・村山（旧うちだ内科医院）
ネモトクリニック
西砂川病院
重城内科クリニック
豊泉胃腸科外科
砂川医院
やましたクリニック
岡部医院
まつなかクリニック

立川市新型コロナウイルスワクチン接種予約センター
〔コールセンター〕 ☎
（595）
8006

所在地
若葉町3-3-3
若葉町3-54-16
若葉町4-25-1
幸町3-1-3
幸町3-2-11
幸町3-30-11
幸町4-27-1
幸町5-44-10
幸町5-71-16 コンフォートフラッツⅢ1階
柏町3-26-2
柏町3-32-1 ネオプレジオ1階
柏町4-1-1
柏町4-2-15
柏町4-57-29
柏町4-63-25 ヴィアーレ玉川上水1階
柏町5-3-60
砂川町8-2-3
上砂町1-2-3
上砂町3-19-2
上砂町4-22-1
一番町2-36-5 清水ビル3階
一番町2-46-10
西砂町6-6-16

令和3年
（2021年）
3月30日

2

よくわかる
新型コロナウイルスワクチン
■ ワクチンの有効性

新型コロナウイルスワクチンの効果や副
反応などについてまとめました。

いて情報提供を行った上で、接種を受ける方

ョック症状やアナフィラキシーがあります。

の同意がある場合に限り接種が行われます。

新型コロナウイルス感染症のワクチンは、新

ワクチンを接種した人は、接種していない

職場や周りの方などに

しい種類のワクチンのため、これまでに明ら

人よりも、発症する割合が下がることが分か

接種を強制したり、接種

かになっていない症状がでる可能性もありま

っています
（ファイザー社のワクチンの発症

を受けていない人に差別

す。接種後に気になる症状がある場合は、接

予防効果は約95％と報告されています）
。た

的な扱いをすることのな

種医か、かかりつけ医に相談しましょう。

だし、このワクチンの接種で十分な免疫がで

いようにしてください。

きるのは、２回目の接種を受けてからおよそ

なお、万が一、ワクチンの接種によって健
康被害が生じた場合には、国による予防接種

■ 副反応と救済制度

７日後以降とされています。

健康被害救済制度があります。この制度では、

なお、ワクチンを接種した人から他人への

ワクチンの接種においては、まれですが、

医療機関での治療が

感染をどの程度予防できるかは、まだ分かっ

副反応による健康被害が起こることがありま

必要になったり、障

ていません。

す。主な副反応には▶頭痛▶関節や筋肉の痛

害が残ったりした場

み▶注射した部分の痛み▶疲労▶寒気▶発熱

合に、予防接種法に

▶下痢等があります。こうした症状の大部分

基づいて医療費・障

は接種後数日以内に回復しています。また、

害年金等の給付が受

極めてまれに起こる重大な副反応として、シ

けられます。

■ 接種を受ける際の同意
ワクチンの接種は、おすすめしていますが、
強制ではありません。効果や副反応などにつ

ワクチンに関する

&

新型コロナウイルスワクチンについて、よくあるお問い合わせと回
答をまとめました。

新型コロナウイルスに感染し
たことのある人もワクチンを
接種できますか？

ワクチンを接種した後も、マ
スクは必要ですか？
接種後も、引き続きマスクの着用、
「密

接種するワクチンは選べます
か？
接種を受ける時期に供給されているワ

集・密接・密閉」の回避、せっけんに

接種できます。ただし、受けた治療の

クチンを接種することになります。現

よる手洗いや手指消毒用アルコールによる消

内容によっては、治療後から接種まで

時点ではファイザー社のワクチンのみ接種で

毒の励行などをお願いします。ワクチンを接

一定の期間をおく必要があります。いつから

きます。今後、複数のワクチンが供給された

種した人は発症を予防できると期待されてい

接種できるか不明な場合は、主治医に確認し

場合も、２回目の接種は、１回目に接種した

ますが、ワクチンを接種した人から他人への

てください。なお、事前に感染したことがあ

ワクチンと同じ種類のワクチンを接種する必

感染をどの程度予防できるかは、まだ分かっ

るかどうかを検査して確認する必要はありま

要があります。

ていないためです。

せん。

立川市のワクチン接種について
立川市新型コロナウイルスワクチン接種
予約センター（コールセンター）

☎（595）8006

〔土曜・日曜日、祝日を除く、午前８時30分～午後５時30分〕

インターネットを利用できる方は
●ワクチンに関する情報

●接種の予約

立川市ホームページ

立川市接種予約受付システム

接種時期や場所、
よくあるお問い

24時間受付。初回とパスワード変

合わせなどを掲載しています。

更時にメールアドレスが必要です。

そのほかのお問い合わせ
ワクチンに関する最新の情報

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター〔フリーダイヤル〕
☎0120（761）770〔土曜・日曜日、祝日を含む、午前９時～午後９時〕
「厚生労働省」のホームページは右２次元コードからアクセスできます。

感染が疑われる場合

まずはかかりつけ医に電話で相談してください。かかりつけ医がいない場合や相談する医療機関に迷
う場合は東京都発熱相談センターへご相談ください。
東京都発熱相談センター ☎03（5320）4592〔土曜・日曜日、祝日を含む、24時間〕

症状はないが不安な場合、
予防方法について知りたい場合など

東京都新型コロナコールセンター ☎0570（550）571〔土曜・日曜日、祝日を含む、午前９時～午後10時〕
厚生労働省電話相談窓口 ☎0120（565）653〔土曜・日曜日、祝日を含む、午前９時～午後９時〕

令和3年
（2021年）
3月30日
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