
※封筒の中には、接種券一体型予診票・予防接種済証、案内文、新型コロナ
　ワクチン予防接種についての説明書を同封しています

次の場合は、市のホームページまたはコールセンターから接種券の
発行申請をしてください

※1月19日時点での情報

追加（３回目）接種
ワクチン接種券発送スケジュール

接種券を順次発送しています

　市は、新型コロナワクチンの2回目接種を行った日から原
則８カ月を経過する1８歳以上の市民を対象に、追加（3回目）
接種を進めています。2回目接種から所定の期間を経過した人に
追加接種の接種券を順次発送しています。

接種が可能となる時期　　※1月19日時点での情報

３回目 新型コロナワクチン接種 関連情報

よくある質問

５歳～11歳の人の新型コロナワクチン接種は

1月19日時点では、接種の対象となっていません

Q.Q.
A.A.

現在、国が接種の対象とするか検討しています。対象となっ
たときには、希望者に速やかに接種できるよう、小児科医と
接種機会の確保について調整していきます

12歳～1７歳の人の追加（３回目）接種はQ.Q.
1月19日時点では３回目接種の対象となっていませんA.A.
安全性・有効性が確認できれば、3回目接種対象者として変
更される可能性があります

追加（３回目）接種の効果は ? ?

? ?

３回目の接種をした人の方がしていない人よりも、
新型コロナウイルスに感染することや重症化する
ことが少ないと報告されています

Q.Q.
A.A.

追加（３回目）接種の副反応はQ.Q.
A.A. ファイザー社製、武田/モデルナ社製のワクチンいずれの場

合も、2回目の接種後とおおむね同様であると確認されてい
ますが、リンパ節の腫れなどについては、初回接種時と比べ
て、発現割合が高い傾向にありました。詳しくは厚生労働省
のホームページをご覧ください

ワクチン接種関連

費用は無料

新型コロナワクチン接種　特設ページ

西宮市追加接種 検索

↑封筒↑封筒

◦住民票住所以外の住所に接種券の送付を希望する（送付先の変更）
◦発送スケジュールを過ぎても接種券が届かない

◦西宮市以外の接種券で1回以上ワクチンを接種し、接種後に転入した

接種券が届かない場合

ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンを使用
します。ファイザー社は１・2回目の接種量と同量ですが、武田/モ
デルナ社は半量になります。また、1・2回目接種と異なるワクチ
ンでも接種できます

追加（３回目）接種で使用するワクチン

1・2回目接種と異なるワクチンでも接種可能

２回目接種日や年齢によって発送・接種時期が
異なります

左表以降は、国からのワクチンの供給量を勘案
して、接種券の発送と予約枠を調整していく予
定です

65歳以上65歳以上で２回目接種日がで２回目接種日が 昨年7月 昨年8月 昨年
9月前半

64歳以下64歳以下で２回目接種日がで２回目接種日が ー 昨年7月 昨年
8月前半

接種券発送予定日接種券発送予定日 1月２6日、
２月２・9日 ２月16日 ２月２２日

※昨年6月末までに２回目接種が完了した人は発送済み

２回目接種から7カ月　　  経過した日以降65歳以上の人…● （※（※１１））３月からは短縮して6カ月を予定（※（※１１））

（※（※２２））

※医療従事者等、高齢者施設の入所者・従事者等は、２回目接種を行った日から6カ月以上経過した日から接種可能

２回目接種から8カ月　　  経過した日以降64歳以下の人…● （※（※２２））３月からは短縮して7カ月を予定

副反応等に係る
専門的な相談

兵庫県新型コロナワクチン専門相談窓口
0570・006・733 FAX：078・36１・１8１4

【受付時間】9:00～2１:00（土・日曜、祝・休日も受付）

体質や持病などの理由で、ワクチンを接種しない（できない）人も体質や持病などの理由で、ワクチンを接種しない（できない）人も
います。います。接種の強制や差別、不利益な取り扱いを行うことのない接種の強制や差別、不利益な取り扱いを行うことのない
よう、ご理解とご協力をお願いしますよう、ご理解とご協力をお願いします

ワクチン接種は強制ではありませんワクチン接種は強制ではありません

西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター

【受付時間】9：00～17：30（土・日曜、祝・休日も受付）

(フリーダイヤル） ロク 　ニ　 ニ キュウキュウキュウ

0120・622・999
FAX  0798・32・1030

接種券が届いていない、接種券を紛失した、接種の予約などの問合
せについても、同コールセンターへ

予約方法は６面へ➡予約方法は６面へ➡

↑接種券一体型予診票・予防接種済証↑接種券一体型予診票・予防接種済証
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本紙は1月19日時点の情報です。最新情報は市のホームページでご確認ください



新型コロナワクチン予約システム新型コロナワクチン予約システム
WEB予約

「追加（3回目）接種の接種券」が届いた人で、ワクチンの接種を希望する人は、
以下のフローチャートに従って、予約方法の確認をお願いします

　ワクチン廃棄を防ぎ、接種希望者にワクチンが行き渡るよ
う、「西宮市ワクチンマッチングシステム」を導入しています。
　同システムに登録した人には、集団接種会場や医療機関で
予約枠の空きや当日キャンセルが発生した場合、随時電話で
お知らせします。詳しくは市のホームページ（個別・集団接
種の各ページ）をご覧ください。

WEBのみ（市のホームページから）【登録方法】

本紙は1月19日時点の情報です。最新情報は市のホームページでご確認ください

追加（3回目）接種の接種券が届く

予約の変更・キャンセル

かかりつけ医なしかかりつけ医なし かかりつけ医ありかかりつけ医あり
かかりつけ医に問合せ・予約

市のホームページからWEB予約 市HPからの確認・WEB予約が難しい

新型コロナワクチン接種 予約方法市実施

※今回から、予約を取り消すことなく変更できるようになりました
※電話で予約した人も、接種予約システムからキャンセルできます

予約時間を過ぎても来場しない場合は、ワクチンの廃棄を
防ぐため、予約をキャンセルすることがあります

予約の変更・キャンセルは、予約システムのマイページ
またはコールセンターから手続きしてください

予約時間に間に合わない場合、当日キャンセルをする
ときは、必ずコールセンターに連絡を

予約受付なし 予約受付あり
（予約完了）

２回目のワクチン接種を終了した１８歳以上の人に

「接種券」は、2回目接種日や年齢によって発送時期が異なります（本紙５面参照）

期間 ２月１５日まで

会場

◎市役所第二庁舎１階
◎鳴尾中央センター（鳴尾支所３階）
◎山口センター１階
◎塩瀬センター１階

受付
時間

月曜～金曜（祝・休日を除く）の
9：00～１7：00

接種券を持って
お越しくださいWEB予約 お助けしますWEB予約 お助けしますWEB予約 お助けしますWEB予約 お助けします

スマホがなくても大丈夫

コールセンターでは、集団接種会場、一部医療機関の予約、
医療機関の予約方法を案内できます

西宮市
新型コロナワクチン接種コールセンター

【受付時間】9：00～17：30（土・日曜、祝・休日も受付）

(フリーダイヤル） ロク 　ニ　 ニ キュウキュウキュウ

0120・622・999
※FAXでの予約受付はできませんFAX  0798・32・1030

ログイン画面もしくはコールセンターでパスワードの
リセットができます
（注）ログイン画面からリセットできるのは、予約システムで
　　　メールアドレスを登録している人

予約システムのパスワードを忘れた場合…

予約
方法

市のホームページの「新型コロナ
ワクチン予約システム」から予約

追加接種　３回目 検索

パソコンまたはスマートフォンで

西宮市西宮市ワクチンマッチングシステムワクチンマッチングシステム（VMS）（VMS）

要事前登録

ログインする際のパスワードは、ご自身が1回目に
ログインした際に設定したパスワードを入力してください

オススメ

市のホームページで「予約状況」市のホームページで「予約状況」
「予約可能な医療機関「予約可能な医療機関（個別接種）（個別接種）」「集団接種会場」を確認」「集団接種会場」を確認

個別接種 集団接種

予約方法の確認をお忘れなく

接種ができるのは接種ができるのは
２回目接種から２回目接種から77カ月カ月　　  　　  経過経過した日した日以降以降65歳以上の人… （※（※１１））3月からは6カ月

※医療従事者等、高齢者施設の入所者・従事者等は、２回目接種を行った日から6カ月経過した日以降

２回目接種から２回目接種から88カ月カ月　　  　　  経過経過した日した日以降以降64歳以下の人… （※（※２２））3月からは7カ月（※（※２２））

（※（※１１））

電話で問合せ・予約
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▲NTT西日本ビジネスフロント
　阪神営業所ビル1階

JR 神戸線

阪神電車

さくら夙川

国道２号

札
場
筋

建
石
筋

国道 43号
西宮神社

阪神西宮会場 え
べ
っ
さ
ん
筋

西宮

①阪神西宮会場 ④甲子園特設会場

▲ホテルヒューイット甲子園

甲
子
園
筋

甲子園
阪神電車

甲子園球場

甲子園警察署

中
津
浜
線

国道 43号

甲子園特設会場

③西宮北口アクタ会場

▲アクタ西宮 西館２階

西宮北口アクタ会場

デッキ
円形

阪急西宮北口駅

⑥塩瀬公民館
（２月6日開設予定）

⑤山口ホール
（２月18日開設予定）

集団接種会場集団接種会場 アクセスアクセス 使用ワクチン使用ワクチン
① 阪神西宮会場
（産所町10－２NTT西日本ビジネス
 フロント阪神営業所ビル1階）

阪神西宮駅戎口から徒歩約5分
JRさくら夙川駅から徒歩約8分 ファイザー社製・武田/モデルナ社製

② 市立中央病院 阪急バス西宮中央病院前
阪急門戸厄神駅から徒歩約10分 ファイザー社製

③ 西宮北口アクタ会場
（アクタ西宮西館２階）

阪急西宮北口駅（北東側）すぐ ファイザー社製

④ 甲子園特設会場
（甲子園高潮町3－30
ホテルヒューイット甲子園）

阪神甲子園駅（南西側）すぐ ファイザー社製

⑤ 山口ホール 阪急バス山口センター前 ファイザー社製・武田/モデルナ社製

⑥ 塩瀬公民館 JR西宮名塩駅すぐ ファイザー社製・武田/モデルナ社製

本紙は1月19日時点の情報です。最新情報は市のホームページでご確認ください

市内約２５０カ所の医療機関で接種できます。まずは、かかりつけ医の医療機関での接種を
ご検討ください

６カ所の会場を順次開設しています
接種ワクチンはファイザー社製または武田/モデルナ社製

接種ワクチンはファイザー社製または武田/モデルナ社製

個別医療機関

集団接種会場

接種会場

阪急神戸線

JR神戸線
西宮

西宮北口

阪
急
今
津
線

阪急西宮
ガーデンズ

県立
芸術文化
センター

県大規模接種会場

《アクセス》 阪急西宮北口駅から 
南へ徒歩約５分昨年まで市の集団接種会場として使用していた建物です。市実施の西宮北口アクタ会場ではありません

接種ワクチンは武田/モデルナ社製県大規模接種

各会場への直接の問合せや予約はできません

各会場の使用ワクチンは
変更する場合があります

スムーズに接種を行うため、肩を
出しやすい服装でご来場ください

各会場に、専用駐車場はありません
可能な限り公共交通機関でご来場を
※駐車料金サービス等もありません

当日の持ち物

①接種券一体型予診票・予防接種済証
　※予診票は切り離さず、記入して持参を
②本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

③おくすり手帳（任意）

（注）医療機関で接種を受ける場合は、健康保険証の持参を
接種を中止する際には、当日の接種開始3時間前までに判断し、市のホームページに
掲載します。受付時間中のみコールセンターでもお答えします

▶当日の接種開始３時間前の時点で本市に大雨、暴風のいずれかの特別警報が
　発表されている場合

▶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

▶その他の警報等の気象情報が発表された場合等

気象状況による中止基準

予約
方法

※詳しくは県ホームページまたは県コールセンターでご確認ください

WEB予約（県特設サイト）●

県コールセンター
0570・033・185
 …9：00〜18：00（土・日曜、祝・休日も受付)

●

西宮会場（深津町２－２8）

③西宮北口アクタ会場
（２月9日開設予定）

県大規模接種会場

②市立中央病院

④甲子園特設会場
（２月２4日開設予定）

①阪神西宮会場

令和４年（2022年）１月25日	 （7）



対象世帯に10万円。受給には要手続き国制度

　新型コロナウイルス感染症の症状で働けない人（給与等の支払いを受
けている人に限る）への傷病手当金の支給適用期間を3月31日まで延長
します。支給額など詳しくは、市のホームページをご覧ください。

▷国民健康保険料…国民健康保険課（0798・35・3117）
▷介護保険料…介護保険課（0798・35・3313）
▷後期高齢者医療保険料…高齢者医療保険課（0798・35・3110）

問

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等には、
保険料の減免制度があります。申請は3月31日まで。必要書類、申請方
法など詳しくは各担当課へお問い合わせください。

【受付時間】9:00～17:30（土・日曜、祝・休日を除く）

西宮市臨時特別給付金コールセンター

0120・133・357
【受付時間】
8:45～17:30

（土・日曜、祝・休日を除く）

【受付時間】 9:00～17:00
（土・日曜、祝・休日を除く）078・845・9011

感染拡大傾向時の一般検査事業 ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業

事業概要
感染拡大傾向時に、新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、知
事の判断で受検要請を行った時期に、感染不安を感じる兵庫県民（無
症状者）が、PCR検査等を無料で受けることができるもの

感染対策と日常生活を両立させ、感染拡大時でも感染リスクを減らし、飲食やイベ
ント、人の移動等の行動制限を緩和するための事業。健康理由等によるワクチン未
接種者が検査場所で受検し、検査結果通知書を受け取ることができるもの

実施期間 当面の間（１月１9日時点。感染状況により変更となる場合あり） 3月3１日まで

対象者
(無症状の人)

感染不安を感じる兵庫県民
（ワクチン接種の有無は問いません）

・基礎疾患、副反応の懸念など、健康上の理由でワクチン接種を受けられない人
・１2歳未満の子供

※発熱・咳など風邪の症状がある人、濃厚接触者、会社等の指示で検査を希望する人は検査を受けることができません

　県は、「感染拡大傾向時の一般検査事業」、「ワクチン・検査パッケー
ジ等定着促進事業」の実施に伴い、PCR検査・抗原定性検査を無料で実
施しています。事業の概要や対象者は下表のとおりです。

　検査場所によって、開設時間や実施できる検査が異なります。
持参品や検査場所など詳しくは、県のホームページでご確認く
ださい。

　新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言等の影
響を受けた中小・小規模事業者を支援する「西宮市中小事
業者応援給付金」の申請期限は1月31日です。対象・提出
書類など詳しくは、市のホームページでご確認ください。

西宮市中小事業者
応援給付金事業事務局

0120・702・600

ＨＰ 20565916

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

　対象児童一人当たり5万円を支給。受付期限は2月28日。収入制限
等の支給要件あり。詳細は市のホームページでご確認ください。

▶ひとり親世帯………子育て手当課
　　　　　　　　　　（0798・23・0185 HP  84802671)

　1月初めは1桁台だった市内の1日当たりの新規感染者数は、19日に
は300人を超え、感染が急拡大しています。感染力が強いとされるオミ
クロン株により、更なる感染拡大が懸念されています。感染拡大を防ぎ、
医療ひっ迫を防ぐためにも、感染対策の徹底にご協力をお願いします。

　市のホームページでは、「新型コロナの検査後の流れ」や「自宅内で
の感染対策」、「濃厚接触者のチェック」などの情報を公開しています。
　スマートフォンやパソコンを使った自宅療養中の健康観察の方法や体
調悪化時の往診の手配方法も確認できます。
　「自分でできる新型コロナ対策」や「相談窓口一覧」も
併せてご確認ください。

　感染者が増えている状況で、緊急性の低い病気やケガなどで救急車の
利用があると、一分一秒を争う事案で救急車の到着時間が遅れ
る可能性があります。体調がすぐれないときは、早めに医療機
関を受診するなど、救急車の適正利用にご協力をお願いします。

▼救急車の利用方法は市のホームページ( HP68904403)でご確認ください

▶ひとり親世帯以外…同課
　　　　　　　　　　（0798・23・8051 HP  70280854)

▼市のホームページ(新型コロナウイルス感染症関連情報→保健所からのお知らせ)

（８）� 令和4年（2022年）1月25日

本紙は1月19日時点の情報です。最新情報は市のホームページでご確認ください

保険料の減免申請は3/31まで「国保」「介保」「後期高齢」加入者

【受付時間】9:00～19:00(土・日曜、祝・休日は17:00まで）
0798・33・11740798・26・2240新型コロナウイルス医療相談窓口最新情報は

市HPで確認を

対象 国民健康保険加入者 後期高齢者医療制度加入者
担当課 国民健康保険課（35・3120） 高齢者医療保険課（35・3154）
ＨＰ 12922895 92344027

※市外局番は≪0798≫

傷病手当金の適用期間を延長「国保」「後期高齢」加入者

新型コロナウイルス感染症関連情報

臨時特別給付金を支給臨時特別給付金を支給住民税非課税
世帯等へ

住民税非課税世帯
令和3年(2021年)12月10日時点で世帯全員の令和
3年度分の住民税均等割が非課税の世帯。条例によ
り住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受
給世帯を含む

２月初旬から対象世帯に確認書を順次送付。
※確認書の返送を受けた後、おおむね3週間後に指定口座に振込

家計急変世帯
住民税非課税世帯以外で新型コロナウイルス感染症の影響
で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当(※)となった
世帯
(※)世帯員全員の年収見込額が市民税均等割非課税水準以下

要申請

要件など詳しくは市のホームページ( HP 59520807)で確認を

県実施 PCR検査・抗原定性検査の無料実施
兵庫県PCR検査等無料化事業事務局コールセンター

国制度申請は
2/28まで中小事業者応援給付金中小事業者応援給付金

市独自申請は
1/31まで

法人20万円
個人10万円

再周知

再周知

２月上旬からコールセンター・市のホームページで
申請書発送依頼を受付開始予定

引き続き引き続き感染対策感染対策のの徹底徹底をを

自宅内での感染対策、自宅待機中の体調確認自宅内での感染対策、自宅待機中の体調確認
方法などを市のホームページで公開しています方法などを市のホームページで公開しています

「家族が感染したら…」「家族が感染したら…」「感染して自宅療養になったら…」「感染して自宅療養になったら…」

感染者急増！感染者急増！

救急車の適正利用にご協力を

要件など詳しくは市のホームページ( HP 45137536)で確認を

無症状の人のみ

確認書の返信を
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