主 な 内 容

新型コロナ
ワクチン接種

２・３面◆予約専用サイトからの予約
方法

特集号
荒 川 区

☎
（3802）
3111 FAX（3802）
6262

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/

４面◆予診票は事前に記入して持参し
てください

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/keitai/

接種に必要なワクチンの量は十分に確保できています

75歳以上 の方の 接種予約 を 開始 します
区では、５月12日㈬から、75歳以上の方へ新型コロナワクチンの接種券（クーポン券）
・予診票等を送付します。接種
には事前予約が必要です。接種を希望する方は、必ず予約してください。
※75歳以上の方で、５月17日㈪までに接種券が届かない場合は、新型コロナワクチン相談センターにご連絡ください

予約方法
予約開始日時

５月17日㈪ 午前８時30分から

予約方法

電話・オンラインで

※ワクチンは、全体の必要量が十分に確保できており、今後も継続して接種できる見込みです
※予約開始直後は、申し込みが殺到し、電話・オンラインともにつながりにくい場合がありますが、ワクチンは確保できていますので、時間を
おいて再度申し込みをしてください。なお、申し込みは、多くの方からの申し込みに対応できるオンライン（下記）がおすすめです

電話の場合

オンライン（パソコン・スマートフォン）の場合
予約専用サイト
※フィーチャーフォン（ガラケー）は不可

新型コロナワクチン接種予約センター

☎０１２０（０２７）０３０（午前８時30分〜午後５時15分）
※㈯・㈰・㈷等を含む。接種券（クーポン券）を用意してから電話してください

皆さんへのお知らせ

https://v-yoyaku.jp/131181-arakawa/
（右の二次元バーコード）
※フィーチャーフォン（ガラケー）は不可

１回目・２回目の接種日は必ず同時に予約してください。
なお、２回目の接種日は、１回目の接種日から３週間の間
隔を空けて予約してください
● 65歳以上75歳未満の高齢者への接種券（クーポン券）の
送付は、５月26日㈬から行います
●

区役所窓口での直接の予約は受け付けていません。必ず、
電話またはオンラインで予約してください
● ワクチンは、
会場ごとに１日あたりに接種できる人数が限
られているため、希望日時が予約できない場合があります
●

接種会場
接種会場は次のとおりです。なお、臨時会場は、会場によって開設日が異なります。予約の際はご注意ください。

開設時間

常設会場

午前10時〜午後４時
▶荒川総合スポーツセンター（南千住６ -45- ５）
▶ムーブ町屋（荒川７ -50- ９センターまちや４階）
▶汐入公園防災備蓄倉庫（南千住８ -13 -２）
▶サンパール荒川（荒川１ - １ - １）
▶東京都立大学荒川キャンパス（東尾久７ - ２ -10）

５月 29日㈯ 30日㈰
第七峡田小学校
（町屋８ -19-12）

７月 10日㈯ 11日㈰ 31日㈯

臨時会場

※７月以降、アクト21（東尾久５ - ９ - ３）に変更

尾久ふれあい館

接種当日の持ち物

※当日は、半袖等の肩を出しやすい服装を着用してください

尾久八幡中学校
（西尾久３-14-１）

▶ホテルラングウッド（東日暮里５ -50- ５）

当日は、次のものを必ず持参してください。忘れた場合、接種を
受けることができません。
▶接種券（クーポン券）
▶記入した予診票
▶本人確認書類（健康保険証・運転免許証等の、住所・氏名・生年
月日を確認できるもの）

６月 19日㈯ 20日㈰

（西尾久２-25-13）

６月 ５日㈯ ６日㈰ 26日㈯ 27日㈰
７月 17日㈯ 18日㈰
６月 12日㈯ 13日㈰
７月 ３日㈯ ４日㈰

接種予約以外の問い合わせの場合

問合せ

新型コロナワクチン相談センター

☎０８００（６６６）７７７７

２・３面で、予約専用サイトからの予約方法を紹介します
〜区政は区民を幸せにするシステム〜
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予約専用サイトからの 予 約 方 法
接種券（クーポン券）を用意して予約してく
ださい。なお、予約した内容は、マイページで
確認できます。

1

問合せ

新型コロナワクチン相談センター
☎０８００（６６６）７７７７
ほ https://www.covid19.city.arakawa.tokyo.jp/

ログイン
してください

ログイン画面で、接種券番号とパスワー
ドを入力し、「ログイン」をクリックして
ください。
▶接種券番号…接種券
（クーポン券）に記載
されている券番号（10桁）
▶パスワード…接種券（クーポン券）右下
に記載されている西暦表記
の生年月日（８桁）
例：1945年１月23日生まれの方は「１９４５０１２３」
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4

日時を
選択してください

①予約日時の選択画面で、カレンダーから
接種希望日を選択してください
②その後に表示される時間選択画面で希望
する時間をクリックしてください
※予約可能なのは「〇」と「△」の欄です

5

予約内容を
確定してください

ワクチン予約登録画面で、
「１回目接種
の予約を選択した内容で申し込む」にチェ
ックマークがついていることを確認し、
「予約を確定する」をクリックしてくださ
い。

予約画面を
開いてください

マイページ画面で、画面左上の「予約・
変更する」をクリックしてください。

6

２回目の接種日を
予約してください

１回目の接種日の予約が完了し、
「予約
が完了しました」と表示されます。画面下
の「続けて予約する」をクリックし、 〜
の手順を繰り返して２回目の接種日の予
約をしてください。

3

接種会場を
選択してください

①予約方法画面で、「接種会場を選択」を
クリックしてください
②表示される画面で、何も入力せずに「検
索」をクリックしてください
※区内すべての会場が表示されます
※接種会場名等の検索条件を入力し検索するこ
とで、会場を絞り込むこともできます

③検索後、会場一覧が表示されるので、希
望する会場を選択し、「この接種会場を
予約」をクリックしてください

※１回目と２回目の接種日は３週間の間隔を空
けてください。間隔が空いていない場合は、
予約できません
※２回目の接種日を予約する際は、 で「２回
目接種の予約を選択した内容で申し込む」に
チェックマークがついていることを確認して
ください

必ず予約状況をマイページで
確認してください
予約した内容は、マイページで確認できます。予約完了
後、必ず、２回分の予約状況を確認してください。また、
接種券の封筒裏面の欄にメモする等、いつでも確認できる
ようにしてください。
※電話で予約した内容も確認できます

予約は、多くの方からの申し込みに対応で
きる予約専用サイトからの予約がおすすめで
す。次の手順を確認し、申し込んでください。
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予診票は事前に記入して持参してください
ワクチン接種当日は、接種券（クーポン券）や本人確認書類（健康保険証・運転免許証等の、住所・氏名・生年月日
を確認できるもの）とともに、記入済みの予診票の持参が必要です。会場での密集を防ぐためにも、以下の書き方を参
照し、予診票は必ず事前に記入してから持参してください。 ※２回目の接種時に必要な予診票は、１回目の接種時に配付します

住所・氏名・電話番
号・生年月日・性別を
記入してください。

何も貼付しないでく
ださい。
接種後に職員が貼付
します。

接種を受ける日の
ことです。

接種当日、接種会場
で検温してから記入
してください。
※ただし、接種会場に向
かう前にも検温し、発
熱がある場合は、接種
を控えてください

基礎疾患がある場合
等は、チェックをつ
けて、病名等を記入
してください。
また、その場合は、
必ず事前にかかりつ
け医に相談し、接種
を受けるか判断して
ください。

接種が１回目のとき
は
「はい」
にチェック
をつけてください。
接種が２回目のとき
は、
「いいえ」にチ
ェックをつけて、１
回目の接種日を記入
してください。

記入しないで
ください。

接種当日に、接種に
ついての説明を受
け、効果・副反応等
を理解してから、記
入してください。

!

記入しないで
ください。

接種会場に行く前に再度確認してください

ワクチン接種当日に、自宅を出発する際には、必ず次の点を確認し
てください。

□ 発熱や体調不良はありませんか
□ ワクチン接種の予約は済んでいますか
□ 接種会場・時間を確認しましたか
□ 接種券（クーポン券）を持ちましたか
□ 予診票を持ちましたか（内容の記入もできていますか）
□ 本人確認書類（健康保険証・運転免許証等の、住所・
氏名・生年月日を確認できるもの）を持ちましたか
□ 半袖の衣服等、接種の際に肩を出しやすい服装ですか
□ マスクの着用等、感染症対策をしていますか

▲接種は肩付近に行いますので、肩を出しやすい服装を着用してください

新聞未購読で、希望する方には、あらかわ区報を自宅に直接届けます。広報課広報係☎（３８０２）４９５７へ
（荒川区ホームページからも申し込めます）

