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新型コロナワクチン

「気象状況による集団接種の中止基準」
は2面に掲載⇒

接種 を 着実に進めていきます

市は、4月の高齢者施設でのワクチン接種を皮切りに、5月17日から個別
医療機関、20日からは集団接種をスタートし、5月末までに1万1500回の接
種を行いました。6月以降はワクチン供給も本格化し、個別医療機関で毎週
1万3000回以上の接種を見込むとともに、集団接種も拡大していきます。

集団接種

集団接種の第1・2次予約では1万2600人を受け付け、第3次予約では予約
枠の大幅な拡充や接種会場の追加・日程拡大を行い、約3万人分の接種枠を
確保しました。今後も着実に接種を進め、接種を希望する65歳以上の皆さん
への7月末までの接種、65歳未満の皆さんへの早期接種を目指していきます。

第4次予約の受付は
本紙6/25号でお知らせ

第3次予約のご案内

■ 予約開始日・対象 「〇」部分は予約受付可

■ 会場・接種日

下表のとおり。予約枠が無くなり次第終了。電話は予約枠に空きがある
場合は、翌日に繰り越して予約受付
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74歳

65歳〜
69歳
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予約方法 75歳以上

予約開始日時

WEB

6月14日（月）午前9時以降
6月14日（月）午前9時〜午後5時半
6月15日（火）午前9時〜午後5時半

電話

6月16日（水）午前9時〜午後5時半

塩瀬公民館

（甲東園3丁目）

（山口町下山口4丁目）

※予約状況等によっては予定時刻前に終了する場合があります
※サポートスタッフは予約を確約するものではありません

●路線バス

阪神甲子園駅から阪神バス「西宮団地線 浜甲子園
団地行き」
乗車。
「浜甲子園運動公園前」下車すぐ
乗車にはワクチン接種券の提示が必要

出発駅

不要

阪神甲子園

乗車場所
南西ロータリー内⑭番バスのりば

ＪＲ西宮

【受付時間】9：00〜17：30
※土・日曜、祝・休日も受付

（約25分）
ＪＲ西宮駅南東、
「国道JR西宮駅前」 8：50始発
バスのりば
（国道2号沿い北側）
1時間に1便運行

土曜日は午後からの運行
最終便は浜甲子園体育館17:30発
ダイヤ等の詳細は、後日市のホームページ、各バスのりばで掲示予定

※路線バス、
無料送迎バスの利用が困難な人のために駐車場を確保します
（上限あり。入庫時に接種券の提示要）
。

第1期 県設置
県設置大規模集団接種会場
大規模集団接種会場 WEB予約（県特設サイト）

対象は神戸市を除く県内在住者(高齢者
優先)。
第1期は6月21日〜7月17日 接 種 分
を 募 集。接 種 規 模 は1日 最 大1000回 を 予
定。第2期については決まり次第県から発
表予定。詳しくは県のホームページ・コー
ルセンターでご確認ください。

ハガキ予約（県指定のハガキ

第1期
予約期間

6月10日
（木）
午前9時〜
7月15日
（木）

第1期
予約期間

6月10日（木）〜
7月3日
（土)

接種期間

6月21日(月)〜
7月17日(土)

接種期間

6月21日(月)〜
7月17日(土)

受付および接種 先 着 順。 申 込 者 が
日時の決定
希望日時を指定
接種決定の
通知

県HP

Eメール

出発時刻
（所要時間）
9：05始発
（約10分）
1時間に2便運行
8：50始発
（約25分）
1時間に1便運行

阪急西宮北口 南側ロータリー内③番バスのりば

かけ間違いにより一般企業につながるケースが多発しています。
かけ間違いにご注意ください
※0570・097・724（有料）も利用可

6/21〜27は西宮市民を先行接種

約270人分

●無料送迎バス ワクチン接種専用のバスを運行（＝下表参照）。

電話予約「新型コロナワクチン接種コールセンター」

受付開始は6/10から

14:30〜17:30
〈土曜〉6月19日、7月3・10日
14：00〜17：00
〈日曜〉6月20日、7月4・11日
9:30〜12：30、14：00〜17:00

浜甲子園体育館へは以下の方法で

WEB予約に
不安がある人へ

第 3 次予約開始時の 6 月 14 日〜 16 日 【会 場】・市役所本庁舎 6 階
の 9:00 〜 17:30 に WEB 予約サポート
・鳴尾支所３階
スタッフが、予約が円滑に進むようサ
【持ち物】 接種券 スマホ・
ポートします
タブレット

会場は市立中央体育館（河原町）

6月28日〜7月16日
10:00〜13:00
約8100人分 〈月曜〜金曜〉

※予約枠数は各会場の運営状況等により変更になる場合あり

検索

0120・217・610

NEW

山口ホール

市のホームページの検索ボックスで「集団接種（予約システム等）
」と入力

ロクイチゼロ

10:00〜13:00
14:30〜17:30
約4300人分 〈土曜〉6月19日、7月3・10日
14：00〜17：00
〈日曜〉6月20日、7月4・11日
9:30〜12：30、14：00〜17:00

（名塩新町）

ＷＥＢ予約（市のホームページで検索）

(フリーダイヤル） ニイチナナ

6月22日〜7月9日
〈火曜〜金曜〉

平日も実施

甲東ホール

接種日

6月20日〜7月10日
約
〈日曜・月曜〜金曜〉 9:30〜12:30
1万7100
14:00〜17:00
人分
〈土曜〉14:00〜17:00

浜甲子園体育館

■ 予約方法

WEB 予約サポートスタッフを設置

予約枠数

（枝川町）

※年齢は来年3月31日時点での満年齢
※6月17日以降の電話予約は、65歳以上の全年齢対象

集団接種(予約システム等)

会場

予約枠を大幅に拡充・毎日実施

※要切手）

受付および接種 先着順。事務局が
日時を指定
日時の決定
接種決定の
通知

郵便（封書）

ハガキ付リーフレットは6月10日（木）午前9時（分室は9時半）から下記で
▷市民会館
（アミティ・ベイコムホール）…残数がある場合11日は同ホール、
14
日以降は市役所本庁舎1階総合案内所横▷各支所および分室、各市民サービス
センター、アクタ西宮ステーション▷市立中央体育館▷各県民局・県民センター
※開庁時間のみ
（市民会館は午後5時半まで）

兵庫県新型コロナワクチン
大規模接種コールセンター

078・360・0101

※電話予約不可

【受付時間】9:00〜18:00（土・日曜、祝・休日も受付）

発送を見合わせていた「ファイザー社製のワクチン
（市実施のワクチン）
の説明書」を本紙と同時配布

※国・県実施のワクチンはモデルナ社製

（２）

令和3年（2021年）6月10日

気象状況による集団接種の中止基準
▶当日の午前7時時点で本市に大雨、洪水、暴風のいずれかの特別警報が
発表されている場合は中止します
▶当日の接種時間帯に上記の特別警報が発表されるおそれがある場合や、
その他の警報等の気象情報が発表された場合等も中止と判断することが
があります。接種を中止する際には、当日午前7時までに判断します
接種を中止する際は、市のホームページでお知らせします。
また、コールセンターでもお答えします（受付時間中）
。
最新のQ&Aについては、
市のホームページに
掲載しています

コロナワクチン予約等のQ&A
Q 集団接種の予約は夫婦一緒にできますか？
A

基礎疾患のある人、60歳〜64歳への
接種券の送付について
64歳以下の人への接種券については、まずは市で把握できる基礎疾患
のある人（※）と、60歳〜64歳の人に6月下旬に接種券を発送します。
その後、59歳以下の人に年齢を区切って順次発送を予定しています。詳
細は市のホームページや本紙6月25日号でお知らせします。
個別接種を希望する場合は、まずかかりつけ医にご相談ください。集団
接種を希望する場合は、接種券が届いた時点から、予約申込をすることが
できます。
（※）次に該当する12歳以上の人に接種券を送付します。ただし、17歳以
下の人はモデルナ社製のワクチンの対象外（6月3日時点）ですので、
接種予約の際はご注意ください
▶身体障害者手帳（呼吸器機能障害・心臓機能障害・じん臓機能障
害・肝臓機能障害）を所持している人
▶療育手帳を所持している人
▶精神障害者保健福祉手帳を所持している人
▶自立支援医療（精神通院医療）の受給者のうち「重度かつ継続」に
該当する人
▶特定医療費（指定難病）受給者証を所持している人
▶小児慢性特定疾病医療受給者証を所持している人

WEB予約では、接種券1枚につき1人の予約ができますので、夫婦の
場合はそれぞれ予約が必要です。なお2人暮らしの場合は、副反応が
起こる場合に備え、数日間隔で接種を受けることをお勧めしています。

Q 2回目の集団接種予約方法を教えてください
A

1回目の接種のみ予約してください。2回目の接種は、基本的に1回目
の3週間後の同曜日・同時刻・同会場となります。両日の予定を必ず
ご確認の上、予約をしてください。

上記以外で基礎疾患のある人や59歳以下の人の接種券については、
決まり次第、市のホームページや本紙6月25日号でお知らせします

Q 集団接種の予約を家族や親戚が代行することは可能ですか
A

可能です。ただし、予約の際は接種する人の情報（氏名、
生年月日等）
と接種券（接種券番号）が必要となります。

集団接種会場でのワクチン廃棄を防ぐために

Q 集団接種の予約をキャンセルする方法を教えて下さい
A

電話で予約した人も、予約システムからキャンセルできます。コール
センターでも対応しますが、電話がつながりにくくなることもあるた
め、可能な限り予約システムでのキャンセルをお願いします。
※ 市が運営する集団接種会場で予約済みの人で、かかりつけ医で
の予約が取れた、または県の大規模集団接種会場で接種を受け
る場合等は、ワクチンの廃棄を防ぐため、必ず予約のキャンセ
ルをお願いします

接種券が届いていない、接種券・予診票を紛失した、集団接種会場の予約など

西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター
(フリーダイヤル)

ニ イチ ナナ

ロク イチ ゼロ

0120・217・610
※かけ間違いにご注意ください

FAX 0798・32・1030

※FAXでの予約受付はできません

0570・097・724(有料)も利用可

【受付時間】9:00〜17:30（土・日曜、祝・休日も受付）

緊急事態宣言
兵庫県への緊急事態宣言が6月20日まで延長されました。飲食店等には
引き続き休業・時短要請が出ています。医療危機防止のため、生活に必要
な場合を除き、みだりに居宅等から外出しないようお願いします。

当日分のキャンセル待ちシステムを導入

ファイザー社製の新型コロナワクチンは、開封後6時間以内に使用する
制限があります。接種当日にキャンセルが発生したときに、ワクチンの廃
棄を回避するため、キャンセル待ちシステムを導入します。
同システムに登録した人には、集団接種会場でキャンセルが発生した日
の午後4時頃、電話でお知らせします。会場等は登録時に選択できます。
【受付開始日】 6月17日(木)から
【 申 込 方 法 】 WEBのみ（右記コードのページ内に公開予定）
【 対 象 者 】 次のすべての条件を満たす人

発令中です
公民館、市民館、共同利用施設、体育館、老人いこいの家等
の公共施設については、取り扱いを変更している施設がありま
す。詳しくは市のホームページや各施設にご確認ください。

緊急事態措置の内容について

かかりつけ医への相談の目安等

兵庫県緊急事態措置コールセンター

新型コロナウイルス医療相談窓口（発熱等受診・相談センター）

【受付時間】9:00〜17:00（土・日曜、
祝・休日は休み）

【受付時間】
9:00〜19:00
（土・日曜、
祝・休日は17：00まで）

078・362・9921

申請受付

6/30まで

0798・26・2240

FAX：0798・33・1174

・新型コロナワクチン情報
・市内患者の発生状況
・個人・事業者向け支援情報
など市ホームページで公開中

中小・小規模企業者への
一時支援金(10万円)

【対

象】▶市内に本社・本店や主たる事業所がある中小・小規模企業者
▶今年1月の緊急事態宣言の影響を受け、
1月〜3月のいずれかの
月の売上が、
昨年または一昨年の同じ月と比べて、
「 20％以上50％
未満」の範囲で減少
（50%以上減少している月がある場合は対象
外）▶飲食店等で時短要請等に係る協力金の対象となっていない
【給付額】10万円（法人・個人問わず）
【申 請】6月30日までに郵送（消印有効）または
インターネット
ＨＰ 74093625
※申請には税務申告書類の写しなどが必要
詳しくは市のホームページか、市役所本庁舎1階総合案内所横に
設置のパンフレット等をご覧ください

問 西宮市一時支援金事務局（0120・670・303）
【受付時間】9:00〜17:30
（土・日曜、祝・休日休み）
【国制度】

市HP

①すでに接種券を持っている人
②新型コロナワクチンを一度も接種していない人
③キャンセル発生時に市からの電話に対応でき、各会場終了時間の20
分前までに到着できる人
④重篤なアレルギー既往がない人
⑤治療中の病気がある場合は、主治医から接種の許可が出ている人

低所得子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外）については、本紙6月25日号でお知らせします

