
 

事 務 連 絡 

令 和 4 年 3 月 23 日 

 

 

一般社団法人 東京建設業協会 様 

 

東京都建設局 

                                 企画担当部長 

                                  湯川 雅史 

 

 

東京都が設置する新型コロナワクチン大規模接種会場における接種について 

 

日頃より、東京都建設局事業への多大なる御理解・御協力に、心より感謝申し上げます。 

 都が設置する大規模接種会場で、追加（３回目）接種時に、事前予約なしでワクチンを接種できる

会場の追加がありましたので、お知らせします。 

（※別添 大規模接種会場一覧（３回目接種）には、予約が必要な会場も記載されていますので、お気をつけください。） 

 貴団体におかれましては、御多忙の中恐縮ですが、各会員企業様への周知をお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１ 添付書類 

    ・令和４年３月 17日付事務連絡 

「都が設置する新型コロナワクチン大規模接種会場における接種について」 

・大規模接種会場 一覧（３回目接種） 

 

２ その他 

ご不明な点等ありましたら下記の問い合わせ先までご連絡ください。 

 

■問合せ先：東京都ワクチン接種会場コールセンター ℡ 0570-034-899 

 (土日祝日を含む毎日 午前 9時から午後 6時まで) 

【建設局担当者】 

 東京都 建設局  

総務部 技術管理課 調整担当 高津、清野 



事 務 連 絡  

令和４年３月１７日  

各局関係部長 殿 

 

東京都福祉保健局大規模接種施設企画調整担当部長  

 

 

都が設置する新型コロナワクチン大規模接種会場における接種について 

 

 

日頃より、保健・医療施策への御理解・御協力をいただき誠にありがとうございます。 

都が設置する大規模接種会場で、追加（３回目）接種時に、事前予約なしでワクチンを接種できる会

場を追加しましたので。お知らせします。希望する方が接種を受けられますよう、御多忙の中恐縮です

が、別添の対象団体への周知について御協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ ワクチン接種実施中の会場（3月 17日現在・要予約） 

別紙「大規模接種会場一覧（３回目接種）」のとおり 

 

２ 予約不要のワクチン接種 

  以下の会場では、お住まいの区市町村から配付された新型コロナワクチン接種券及び身分証明書

（運転免許証等）をお持ちいただいた方に、予約なしでワクチン接種を行います。 

 

〇使用ワクチン 

武田／モデルナ社製 

○実施会場・対象者等 

会場名（所在地） 実施時期 受付時間 対象者 

行幸地下ワクチン接種センター 

（千代田区丸の内 2-4-1地先（東京駅皇居 

側 丸ビルと新丸ビル間の地下通路）） 

実施中 

14 時から 19 時

まで 

都内在住、在勤、

在学の 18歳以上

の方 

立川高松ワクチン接種センター 

（立川市緑町 9-3） 

12 時から 17 時

まで 

東京ドームワクチン接種会場 

（文京区後楽 1-3-61） 

9 時半から 13 時

まで 

都庁北展望室ワクチン接種センター 

（新宿区西新宿２－８－１ 都庁第一本

庁舎４５階北） 令和４年３月２２日

（火）～ 

10 時から 17 時

半まで 

乃木坂ワクチン接種センター 

（港区南青山１－２４－３ WeWork 乃木

坂 地下１階及び地上２階） 

14 時から 19 時

まで 



 

※ 会場や接種時間の最新情報等はこちらから御確認ください。 

〇 福祉保健局ホームページ 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/k

ansen/coronavaccine/3rd_vaccine/index.html 

 

 

 

〇 公式ツイッター 

https://twitter.com/tocho_vaccine 

 

 

３ 予約方法等 

インターネットで予約（以下の URLからアクセスしてください。） 

https://www.tokyovaccine-

rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/3rd-shot_venue.html 

 

４ その他 

（１）接種には、お住いの自治体が発行する接種券及び本人確認書類が必要となります。 

（２）ワクチン接種会場の最新情報等は、福祉保健局ホームページ及び公式ツイッター「東京都設置 ワ

クチン大規模接種会場」で御確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

東京都福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課 新型コロナウイルスワクチン担当 

電話：（直通）０３－５３２０－４５３３ （都庁内線）３４－９０３ 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/3rd_vaccine/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/3rd_vaccine/index.html
https://twitter.com/tocho_vaccine
https://www.tokyovaccine-rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/3rd-shot_venue.html
https://www.tokyovaccine-rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/3rd-shot_venue.html


大規模接種会場一覧（３回目接種）

会場 設置場所 開設時間 接種対象 予約

神代植物公園
調布市深大寺元町
5-30 臨時駐車場

9:30～17:30

自力の移動
が困難で介
助者が運転
する車で来
場される方

コールセンター
（0570-034-899）
受付時間：9:00～18:00

三楽病院
千代田区神田駿河
台2-5

火：14:30～19:30
金：17:00～19:30
第2・4土：13:30～16:30

都内在住・
在勤・在学
の方

大規模接種予約システムよりWeb
予約

都庁南展望室
新宿区西新宿2-8-1
都庁第一本庁舎45
階南

9:30～18:30

立川南
立川市柴崎町3-16-
25

10:00～18:00

多摩センター
多摩市落合1-32-1 
多摩センターペペ
リビル

10:00～20:00

都庁北展望室
新宿区西新宿2-8-1 
都庁第一本庁舎45
階北

9:30～18:30
予約なし：10:00～17:30
（※ 3月22日から実施）

都内在住・
在勤・在学
の方
（予約なし
も対象）

行幸地下 千代田丸の内2-4-1
12:00～21:00
予約なし：14:00～19:00

乃木坂
港区南青山1-24-3 
WeWork乃木坂

12:00～20:00
予約なし：14:00～19:00
（※ 3月22日から実施）

立川高松 立川市緑町9-3
10:00～18:00
予約なし：12:00～17:00

東京ドーム 文京区後楽1-3-61

9:00～14:00（実施日は
予約ページで確認）
予約なし：9:30～13:00

東京都立大学
（荒川）

荒川区東尾久7-2-
10 荒川キャンパ
ス体育館

10:00～18:00 39歳までの
都内在住・
在勤・在学
の方東京都立大学

（南大沢）

八王子市南大沢1-1
南大沢キャンパス
内講堂

10:00～18:00（実施日は予
約ページで要確認）

中小企業ワクチン
接種センター飯田
橋

文京区後楽2-1-2 10:00～18:00 都内で営業
を行う中小
企業の経営
者、従業員、
個人事業主
等

https://www.tokyo-cci.o
r.jp/covid-19/i-vaccine/
index.html

中小企業ワクチン
接種センター産業
サポートスクエア
ＴＡＭＡ

昭島市東町3-6-1 10:00～18:00
https://vaccine-info-
tokyo-group.org/

以下すべてを満たす方は、下表の会場にて３回目接種を受けられます。
①２回目を接種した日から、６か月以上が経過した方
②接種日時点で18歳以上の方
③お住まいの自治体から送付された３回目用接種券をお持ちの方

https://www.tokyovaccine-rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/zindaimap.pdf
https://www.sanraku.or.jp/access/index.html
https://www.tokyovaccine-rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/3rd-shot_venue.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tosei/soshikijoho/kotsuannai.html
https://www.tokyovaccine-rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/tachikawaminami.pdf
https://www.tokyovaccine-rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/tamacenter.pdf
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tosei/soshikijoho/kotsuannai.html
https://www.tokyovaccine-rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/gyokomap.pdf
https://www.tokyovaccine-rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/nogizakamap.pdf
https://www.tokyovaccine-rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/takamatsumap.pdf
https://www.tokyovaccine-rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/tokyodome.pdf
https://www.tokyovaccine-rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/arakawamap.pdf
https://www.tokyovaccine-rsv.metro.tokyo.lg.jp/pages/minamiosawamap.pdf
https://www.google.com/maps/place/%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E9%A3%AF%E7%94%B0%E6%A9%8B%E3%83%93%E3%83%AB5%E5%8F%B7%E9%A4%A8/@35.7026915,139.7444465,17z/data=!4m6!3m5!1s0x60188d61b0bfc691:0x80495586990e9cc7!8m2!3d35.703472!4d139.745867!15sCiXkvY_lj4vkuI3li5XnlKPpo6_nlLDmqYvjg5Pjg6s15Y-36aSokgEQY29ycG9yYXRlX29mZmljZQ?shorturl=1
https://www.tokyo-cci.or.jp/covid-19/i-vaccine/index.html
https://www.tokyo-cci.or.jp/covid-19/i-vaccine/index.html
https://www.tokyo-cci.or.jp/covid-19/i-vaccine/index.html
https://vaccine-info-tokyo-group.org/
https://vaccine-info-tokyo-group.org/
https://vaccine-info-tokyo-group.org/

