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参考資料の配付について  

 

 

このことについて，下記の資料を別添のとおり配付いたします。  

 

 

記  

 

 

１ 配付資料 

 

○ 新型コロナウイルスワクチン集団接種の予約受付等について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保健福祉部管理課） 

 



新型コロナワクチン集団接種の予約受付等について  

 

１ 新型コロナワクチン接種予約受付について 

６月２１日（月）９時から別紙の日程について，予約開始します。 

集団接種のほか，個別医療機関からの依頼に応じて，一部の個別医療機関

の予約をＷＥＢサイトで受け付けます。（随時更新） 

なお，予約枠に達し，予約受付が終了した場合は，ホームページ，ツイッ

ター，ＮＣＶ，ＮＨＫｄボタンでお伝えしますので，ご確認ください。  

新規予約受付開始日は隔週の月曜日を予定し，該当するスケジュールにつ

きましては，数日前に更新します。 

【予約枠数】 

集団接種２，２３８人＋個別接種１，２００人＝３，４３８人分 

【次回予約開始日】７／５（月）予約開始  

また，６月２１日（月）から，予約受付相談専用ダイヤル電話回線が８回

線増え，計２０回線での予約受付体制となる予定です。 

 

２ 待機者の登録受付について 

 予約ができなかった方には，待機者リストへの登録を案内しています。  

登録については，WEB 上で行うことができるほか（WEB 予約サイトへログイ

ン後登録），予約受付相談専用ダイヤルに連絡をし，予約が取れなかった場合

は申し出てください。 

登録した電話へは，集団接種会場や個別医療機関にてワクチンが余った場

合（すでにキャンセルが出て，余ることが予想される場合を含む），予約枠が

急遽拡大した場合などに，電話をかけさせていただきます。 

 

３ 函館市新型コロナワクチン接種相談センターの新設について 

 ６月２１日（月）から市の新型コロナワクチン接種にかかる相談センター

を２０回線新設します。なお，予約受付は行っておりません。 

☏０１２０－９６６－２１６ 

 

４ 市民の皆さまへのお願い 

●医療機関への電話でのお問合せは，通常診療に影響が出るおそれがあり

ますので，定期の診療をされる際に確認いただくなど,ご配慮くださいます

ようお願いいたします。 

●接種を希望される方全員のワクチンが順次供給されますので，安心して

お待ちください。すぐに予約ができない場合でも，希望される皆さまが接

種できるワクチンを確保いたしますので ,焦らずに予約ができるまでお待

ちいただきますようお願いいたします。 

●電話番号の間違いにご注意ください。コールセンターや予約専用ダイヤ

ル，各医療機関への電話に関して,関係のない番号への掛け間違いが多数発

生しております。番号を事前によくご確認の上,各ダイヤルへ発信をお願い

いたします。 



●窓口でのワクチン予約は受け付けておりません。保健所や市役所・各支

所への来所はお控えください。 

 

地域保健課ワクチン接種担当 電話 32-1540 

Ｅメール：hc-vaccine@city.hakodate.hokkaido.jp 

 

mailto:hc-vaccine@city.hakodate.hokkaido.jp


集団接種会場では，１回目接種のちょうど３週間後の同時刻に２回目接種となります。

名称 １回目 ２回目 曜日 受付時間 人数

6/30 7/21 （水） 　１６：００～１８：００ ４２人 ★NEW
追加募集

7/10 7/31 （土） 　１４：３０～１８：００ 300人 ★NEW

名称 １回目 ２回目 曜日 受付時間 人数

7/5 7/26 （月） １４：００～１６：３０ １２０人

7/6 7/27 （火） １４：００～１６：３０ １２０人

7/8 7/29 （木） １４：００～１６：３０ １２０人

7/9 7/30 （金） １４：００～１６：３０ １２０人

7/10 7/31 （土） １４：３０～１８：００ ２０４人

7/11 8/1 （日） 　９：００～１６：３０ ４０２人

8/2 8/23 （月） １４：００～１６：３０ １２０人

8/3 8/24 （火） １４：００～１６：３０ １２０人

8/5 8/26 （木） １４：００～１６：３０ １２０人

8/6 8/27 （金） １４：００～１６：３０ １２０人

8/7 8/28 （土） １４：３０～１８：００ ２０４人

8/8 8/29 （日） 　９：００～１６：３０ ４０２人

8/10 8/31 （月） １４：００～１６：３０ １２０人

7/11 8/1 （日） 　９：００～１６：３０ 150人
６/２１(月)
９：００～

★NEW
追加募集

7/18 8/8 （日） 　９：００～１６：３０ 165人
７／５(月)
９：００～

8/22 9/12 （日） 　９：００～１６：３０ 402人

8/29 9/19 （日） 　９：００～１６：３０ 402人

6/23 7/14 （水） 　１６：００～１８：００ ４２人 ★NEW
追加募集

7/11 8/1 （日） 　９：００～１７：００ ６１８人 ★NEW

7/17 8/7 （土） １４：３０～１８：００ ３００人

7/18 8/8 （日） 　９：００～１６：３０ ６１８人

7/24 8/14 （土） １４：３０～１８：００ ３００人

7/25 8/15 （日） 　９：００～１６：３０ ６１８人

隔週の月曜日に予約受付開始日を設定しております。なお，上記一覧の「調整中」の日程については，人数や日程が変更になる場合があります。

６/２１(月)
９：００～

７／１９（月）
９：００～

※一部WEB予約に
変更となる場合
があります。

調整中

調整中

五稜郭
ワクチンセンター

五稜郭町３９番１３号
（旧五稜郭支援学校）

８／２（月）
９：００～

函館
ワクチンセンター

港町１丁目１０番１号
（市立函館病院　 隣）

★NEW

函館市
総合保健センター

五稜郭町２３番１号

７／５(月)
９：００～

調整中

６/２１(月)
９：００～

集団接種会場開設場所・開設日時一覧（６月１7日時点）

WEBで予約できる会場　　　https://012025.covid19rsv.jp/user/login

住所 予約開始時期

函館市
総合保健センター

五稜郭町２３番１号
６/２１(月)
９：００～

電話で予約できる会場　　　☎83-6001　（平日９～１７時）

住所 予約開始時期
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函館市新型コロナウイルスワクチン予約受付相談ダイヤルや，函館市新型コロナワクチン接種WEB予約サイトにて予約が可能な医療機関の日程一覧です。

１回目接種のちょうど３週間後に２回目接種となります。

日 曜日 受付時間 日 曜日 受付時間

7/5 （月） 7/26 （月）

7/6 （火） 7/27 （火）

7/7 （水） 7/28 （水）

7/8 （木） 7/29 （木）

7/9 （金） 7/30 （金）

7/12 （月） 8/2 （月）

7/13 （火） 8/3 （火）

7/14 （水） 8/4 （水）

新規予約受付開始日は，各医療機関からの情報提供を受け次第，随時更新いたします。

各
１５０人

６/21（月）
９：００～

★ＮＥＷ
国立病院機構
函館病院

川原町１８番１６号 １１：３０～１２：３０

※２回目接種の
受付時間は

１回目が終了した際に
お知らせします。

WEBサイトにて予約　https://012025.covid19rsv.jp/user/login　（代行入力を希望される方は☎８３－６００１まで。）

名称 住所

１回目 ２回目

人数 予約開始時期

個別医療機関　予約日程一覧（６月１７日時点）

※医療機関での予約は承っておりませんので，必ず下記のダイヤルまたはWEBサイトでご予約ください。
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下記番号のかけ間違いにご注意ください。 

回線は複数設けておりますが，番号は１つです。 

 

各種相談  ※接種予約はできません。  

○函館市新型コロナワクチン接種相談センター  

函館市のワクチン接種全般に係る相談  

☎０１２０－９６６－２１６※６月２１日（月）９：００開設  

平日   ９：００～１９：００  

土曜日  ９：００～１７：００  

 

○函館市新型コロナワクチン接種コールセンター  

函館市のワクチン接種全般に係る相談  

☎０１２０－５５６－２０２  

平日   ９：００～１９：００  

土曜日  ９：００～１７：００  

 

北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター  

ワクチンの副反応等に関する相談  

☎０１２０－３０６－１５４  

毎日  ９：００～１７：３０  

 

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター  

ワクチン施策のあり方等に関する相談  

☎０１２０－７６１－７７０  

毎日  ９：００～２１：００  

 

 

予  約  

○函館市新型コロナワクチン予約受付相談専用ダイヤル  

集団接種の予約・接種券の再発行手続き・住所地外接種証明書  

☎０１３８－８３－６００１  

平日  ９：００～１７：００  


