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65歳以上（昭和32年4月1日以前生まれ）の方へ
5月6日㈭午前9時から予約受付開始

新型コロナウイルスワクチン接種について

❶封筒
❷クーポン券
❸日野市新型コロナウイルスワクチン接種の
ご案内

❹新型コロナワクチン接種のお知らせ
❺新型コロナワクチン予防接種についての説
明書

❻新型コロナワクチン接種の予診票×2セット

●クーポン券
シールを剝がしたり、用紙を切り離したりせずそのままお持ちください。

※ 忘れると当日接種ができません。また、汚損・破損がある場合も接種でき
なくなることがあります
●新型コロナワクチン接種の予診票
あらかじめ記入をしてきてください

●本人確認書類
免許証、マイナンバーカード、健康保険証など

クーポン券が届く
（65歳以上の方）

インターネットか
電話で

日時と会場を
予約する

・クーポン券に記載されている
　ID（券番号）などが必要
・同時に2回分の予約が可能

予約した日に
接種を受ける

当日の持ち物・服装を確認

4月23日㈮から

5月6日㈭9:00から

5月12日㈬から（予定）

内容物
クーポン券が届いたら必ず中身をご確認ください

接種当日の持ち物・服装

当日は肩が出しやすい服
装（半袖やノースリーブな
ど）でお越しください。

問い合わせ時間 9:00～19:00※日曜日、祝日も開設

接種の予約、問い合わせはコールセンターへ パソコンまたはスマート
フォンによるWeb予約

FAX 583-2400

新型コロナウイルスワクチン接種相談・予約センター

☎0120-950-391 聴覚などに障害のある方は

※住民票所在地
　宛てで送付

※ワクチン接種ができる医療機関はこの臨時号の裏面をご覧ください
※予約開始当日は電話や予約サイトがつながりにくい場合があります
※予約開始当初は予約枠が少ないため、予約が取りにくくなっていますが、ワクチンは供
給されますのでご安心ください

※過去に予防接種で体調が悪くなった方、アレルギーをお持ちの方、基礎疾患のある方
は事前にかかりつけ医にご相談ください

聴覚障害などのある方へ
　電話や電子機器による申し込みができない聴覚障害などのある方は、ファクスによ
り受け付けます。所定の申込書をお渡ししますので、ご希望の方はファクスなどでご連
絡ください。なお、5月6日㈭9:00からの予約手続きをご希望の場合は、4月30日㈮15:00
（必着）までに所定の申込書をお送りください。また、以降に到着したものについても、
順次対応します。
※ご希望の日時および会場での接種を確約するものではありません

無料

❷ ❸

❹ ❺ ❻

❶

4月16日時点の情報に基づき作成しています。 1
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新型コロナウイルスワクチン

ワクチン接種のクーポン券が届くまで大切に保管してください。
クーポン券が届いたら、内容物と一緒にご確認ください。

65歳以上の方は
必ずお読みください



地域 医療機関名 所　在　地
新井 青和クリニック 新井865-3
石田 にしくぼクリニック 石田2-9-21
落川 寺田医院 落川2011-11

新町 高瀬内科クリニック 新町1-20-3 エスペラール1F
よこやま耳鼻咽喉科 新町1-20-6 ラフィーネビル1F 3号

神明 おおしろクリニック 神明3-6-16 アメニティ明和館1F
山本クリニック 神明4-24-1

高幡

朝比奈クリニック 高幡15
井上クリニック 高幡145 岡崎ビル201
おやまクリニック 高幡328 森久保医療モール202
鈴木内科クリニック 高幡1009-7 TIKビル2F
高幡駅前川崎クリニック 高幡1000-2 三井住友銀行高幡不動ビル6F
高幡内科 高幡1001-3 プレミール高幡3F
森久保クリニック 高幡328 森久保医療モール101

多摩平

石塚医院 多摩平2-3-4 オリエント丹野マンション豊田
胃腸内科・下肢静脈瘤
森末クリニック 多摩平1-4-19-201

大川産婦人科医院 多摩平3-14-4
かどた皮ふ科・形成外科 多摩平2-5-1-109
小松医院 多摩平4-9-1
佐々木クリニック多摩平 多摩平1-8-10
関根クリニック 多摩平3-12-3 福博ビル クレセントハイツ1F
太陽クリニック 多摩平2-5-1-110
多摩平小児科 多摩平7-6-3
原脳神経外科クリニック 多摩平1-3-14 1F
日野市休日準夜診療所 多摩平3-1-12 医師会館
堀井内科クリニック 多摩平2-5-3 豊田パールハイツ1F
望月医院 多摩平6-31-4
渡辺整形外科 多摩平1-14-2

豊田
康明会病院 豊田2-32-1
しみずこどもクリニック 豊田4-34-7 オーチャード1F
野田医院 豊田3-27-8

西平山 七生病院 西平山1-24-1
東平山 佐々木クリニック豊田 東平山3-1-1

日野
石田クリニック 日野1027-1 MIYABI BLDG. 2F
康明会ホームケアクリニック 日野1451-1
塩谷医院 日野1077-33

日野台 くちらクリニック 日野台5-19-2
日野台診療所 日野台4-26-16

地域 医療機関名 所　在　地

日野本町

アカシアクリニック 日野本町4-1-9 エンジュ1F
高品クリニック 日野本町1-12-13
花輪病院 日野本町3-14-15
日野医院 日野本町4-3-1

平山 牛尾医院 平山6-5-13
京王平山クリニック 平山2-37-8

万願寺
中井内科クリニック 万願寺5-6-14 カレラエイト1F
ニシムラ整形外科 万願寺1-13-5
土方クリニック 万願寺1-13-1

三沢 もぐさ園三沢台診療所 三沢2-12-13

南平

さいとう内科クリニック 南平4-10-4 2-B
柴山内科医院 南平5-1-21
中川クリニック 南平7-18-11
福岡医院 南平8-10-27

宮 グレイス病院 宮248

百草 百草園駅前クリニック 百草204-1 ガーデンビュー石神D-1
百草の森ふれあいクリニック 百草1042-22

地域 医療機関名 所　在　地
南平 南平わだクリニック 南平9-40-6

西平山 桜医院 西平山1-2-3-A

詐欺詐欺 ご注意ご注意にに ください！ください！ 接種費用は無料です。金銭を要求する事は一切ありません。
また、電話やメールで個人情報を要求する事もありません。

個別接種 医師会委託医療機関

ワクチンが接種できる場所

個別接種 個別委託医療機関

　公益社団法人日野市医師会会長の塩谷です。
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、
症状が出ることを防ぎ、重症化を防止すること

が科学的に明らかになっています。できるだけ多くの方が予防
接種することで、感染の拡大を防ぐことができます。予防接種

には「個人を守ること」と「社会を守ること」の二つの役割が
あります。日野市医師会としては、市民の皆さまが安全安心に受
けられることをサポートいたします。高齢者の方、アレルギー
を除く基礎疾患のある方は積極的に接種してください。アレル
ギーのある方は、まず、かかりつけ医に相談してください。
　なるべく多くの市民の皆さまにワクチン接種をしていただき、
新型コロナウイルス感染症のまん延化防止にご協力をお願いい
たします。

問い合わせ時間 9:00～19:00※日曜日、祝日も開設

接種の予約、問い合わせはコールセンターへ
新型コロナワクチンに関する厚生労
働省の電話相談窓口

コロナワクチンナビについて
　近隣の接種会場・取り扱いワクチンを閲
覧できる国のホームページです。
https://v-sys.mhlw.go.jp

FAX 583-2400聴覚などに障害のある方は

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

新型コロナウイルスワクチン接種相談・
予約センター
☎0120-950-391

☎03-6258-5802

☎0120-761770

公益社団法人 日野市医師会会長 塩谷　武洋
ごあいさつ

〈日野エリア〉生活・保健センター
〈豊田エリア〉イオンモール多摩平の森3階 イオンホール
〈高幡エリア〉七生福祉センター
※各会場への直接の問い合わせはご遠慮ください

住所地外接種について
　やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方などは接種
を希望する市区町村に申請をした上で、接種が可能となる場合があります。
詳細は市HPをご覧いただくか、コールセンターにお問い合わせください。
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日野市では診療所やクリニックなどで行う個別接種と、
市が開設する会場で行う集団接種を実施します。

集団接種

※接種開始日は医療機関によって異なります　※公共交通機関のご利用を

●主な副反応について
　注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の
痛み、発熱などがみられることがあります。こうし
た症状の大部分は接種後数日以内に回復していま
す。詳細は厚生労働省HPなどをご確認ください。

●64歳以下（昭和32年4月2日以降生まれ）の
　方へ
　クーポン券の発送時期は6月中を予定していま
す。発送日が決まり次第、広報や市HPなどでお知
らせします。

相談時間 9:00～21:00

24時間・
年中無休

24月16日時点の情報に基づき作成しています。


