電話で予約

町田市新型コロナワクチン接種予約センター

☎042-785-4117

受付時間 午前8時30分～午後7時（土

日祝も受付してます） ※番号のおかけ間違いにご注意ください。 ※回線数を増やしておりますのでご安心ください。

お手持ちの スマートフォン・パソコン からの ネットで 予約
まずはログインして「マイページ」を開きます。
お手元に届いた接種券と生年月日（半角数字8桁）
をご用意ください。 受付時間 24時間
⬇ここからスタート!

1

集団接種

2

ス マ ホ の 方 ➡ 右記の二次元バーコードを読み取ってください。
パソコンの方➡ 町田市ホームページ内にあるサイト内検索で「新型
コロナワクチン接種 予約サイト」と検索してください。

マイページの「予約・変更する」ボタンを押します。
スマホ

個別接種

1

2

パソコン

パソコン

町田市医師会と連携し、市内の病院・診療所約150か所で個別接種を実

大勢のワクチン接種希望者を受け入れること

公共施設10か所
（市民センターその他）
で集団接種を実施します。

です。自宅の近くでワクチン接種ができます。

が可能です。

完全
予約制

65歳以上で、スマホ・パソコン操作が苦手な方

令和3年度中に65歳以上になる方
（昭和32年4月1日以前生まれ）で、新型コロナウ
イルスワクチンの接種予約が取れていない方を対象に、事前に来所予約をいただい
た上でご来所いただき、ご希望の接種会場等をお伺いしながら、予約を支援します。
実施期間 2022年1月17日㈪～2月12日㈯ ※日曜・祝日除く。
受付時間 午前9時～午後4時30分
実施場所 下記記載の相談窓口 ※必ず事前の電話連絡をお願いします。
下図の接種会場名(漢字）A、接種会場名
（全角カナ）
B、住
所C、日付指定Dのいずれかに希望を入力し、検索します。
スマホ

4

確認したい接種会場1か所にチェックを入れ、「この接種
会場を予約」ボタンを押します。

お問合せ先

小山町2619

☎042-794-8751

忠生第1
高齢者支援センター

下小山田町3580
ふれあい桜館1階

図師町1677-1

B

☎042-797-8032

忠生地域
障がい者支援センター

☎042-794-4851
N042-794-4852

D

忠生第2
高齢者支援センター

山崎町2200
福音会木曽山崎事業所内

☎042-792-1105

鶴川地域
障がい者支援センター

能ヶ谷3-2-1
鶴川地域コミュニティ1階

☎042-708-8821
N042-708-8977

鶴川第1
高齢者支援センター

薬師台3-270-1 特別養護
老人ホーム第二清風園内

☎042-736-6927

町田地域
障がい者支援センター

原町田5-4-3
第2大塚ビル1階101

☎042-709-1301
N042-709-1302

鶴川あんしん相談室

鶴川6-7-2-103

☎042-718-1223

森野4-8-39 特別養護
老人ホームコモンズ内

金森東3-18-16
合掌苑桂寮1階

☎042-706-9624
N042-799-2145

町田第1
高齢者支援センター

南地域
障がい者支援センター

☎042-728-9215

町田第2
高齢者支援センター

本町田2102-1 本町田
☎042-729-0747
高齢者在宅サービスセンター内

南大谷あんしん相談室

南大谷205-1-2

☎042-710-3378

小川あんしん相談室

小川6-1-11

4080-6762-6918

南第2
高齢者支援センター

金森東3-18-16 特別養護
老人ホーム合掌苑桂寮内

☎042-796-3899

南第3
高齢者支援センター

西成瀬2-48-23

☎042-720-3801

6

パソコン

選択した内容と、「3回目接種の予約を選択した内容で申し込む」に
チェックが入っていることを確認し、
「予約を確定する」を押します。
パソコン

所

小山あんしん相談室

スマホ

パソコン

選択した日の時間枠ごとの空き状況が表示されるので、
空きのある時間帯を選択します。
スマホ

パソコン

マークの見方 ○…余裕あり △…空きあり
（30％以下） ×…空きなし

スマホ

住

☎042-794-8790
N042-798-2290

※おかけ間違いにご注意ください。

7

実施場所

小山町1234-1

予約の空き状況が「○・△・×」で表示されるので、空き
のある日付を選択します。
スマホ

お問合せ先

堺地域
障がい者支援センター

D

5

所

障がいをお持ちの方で、新型コロナウイルスワクチンの接種予約が取れていな
い方を対象に、事前に連絡をいただいた上でご来所いただき、ご希望の接種会場
等をお伺いしながら、予約を支援します。
実施期間 2022年1月17日㈪～3月18日㈮ ※土曜・日曜・祝日を除く。
受付時間 午前8時30分～午後5時
実施場所 下記記載の相談窓口 ※必ず事前の連絡をお願いします。

☎042-700-7121

C

C

住

障がい者支援センターで
新型コロナワクチンの予約支援を行います

相原町1158-26

A

B

実施場所

障がいのある方

完全
予約制

相原あんしん相談室

パソコン

A

※公共交通機関をご利用ください。

※1日の接種回数はワクチン供給量に応じて変動します。

高齢者支援センターで
新型コロナワクチンの予約支援を行います

3

施します。※実施医療機関の一覧表は接種券の郵送に同封されています。

新型コロナワクチンの予約を支援します

「接種会場を選択」ボタンを押し、接種会場を検索・選択
します。
スマホ

身近な、かかりつけ医でワクチン接種が可能

「予約が完了しました」と書かれた画面が表示されれば予
約完了です。
スマホ

パソコン

新型コロナウイルスワクチンの接種予約が取れていない方を対象に、ご希望の
接種会場等をお伺いしながら、予約を支援します。
実施期間 2022年1月25日㈫～2月28日㈪
受付時間 午前10時～午後4時
問合せ先 ☎042-723-2147 ※おかけ間違いにご注意ください。
わくわくプラザ
町田

住

所

森野1-1-15
わくわくプラザ町田

に

ほ ん

ご

い

が い

し つ も ん

そ う だ ん

う

つ

日本語以外で質問・相談受け付けています
●外国人在留支援センター
（FRESC ／フレスク） 〒160-0004 東京都新宿区
四谷1丁目6番1号四谷タワー13F ／フリーダイヤル20120-76-2029
（一部の
IP電話及び海外からは☎03-5363-3013）
●町田国際交流センター 〒194-0013 町田市原町田4-9-8町田市民フォーラム4F
／☎042-722-4260／ N042-722-5330／{info@machida-kokusai.jp
Office

シルバー人材センターのスタッフが
新型コロナワクチンの予約支援を行います

実施場所

が い こ く じ ん

外国人の方

受付時間 午前8時30分～午後5時 定休日 日曜・祝日・年末年始

スマホ操作が苦手な方
8

※おかけ間違いにご注意ください。

期 間

2022年1月25日㈫～2月28日㈪
※2月20日㈰を除く

町田パリオ
森野1-15-13
2022年1月25日㈫～2月9日㈬
（3階ギャラリー） 小田急線町田駅西口徒歩1分 ※1月30日㈰を除く

Machida Haramachida 4-9-8 Machida Citizens' Forum 4F
CLOSE：Sunday、National Holiday,Year-end and New Year's
ほんやく き

集団接種会場については、翻訳機にて対応しています。個別接種会場（医療機
関）については医療機関に直接ご確認ください。

転入された方

町田市以外で2回目接種完了後、
町田市に転入された方
➡町
 田市の接種券の発行申請が必要です。
「町田市新型コロナワクチン接種券発
行申請書兼接種記録確認同意書（転入者用）
」を窓口提出または郵送で申請して
ください。様式はホームページからダウンロードしていただけます。申請書を
ご記入のうえ持参していただいてもかまいません。
郵送先 〒194-8520 町田市森野2-2-22 保健所保健予防課臨時接種推進室 あて

■町田市コロナワクチン特別号

接種会場は2種類あります

接種するには予約が必要です。予約方法は電話予約・ネット予約の2通りです

