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新型コロナウイルスワクチンの大規模接種会場を設置・拡充します
【新設（東広島会場・三次会場）／拡充（広島会場・福山会場）】
県では，市町と連携し，県内のワクチン接種の迅速化に取り組むこととし，大規模接種会場を新たに
東広島市（東広島運動公園）と三次市（広島県三次庁舎第三庁舎）に設置します。
また，広島会場（天満屋八丁堀ビル）と福山会場（県立ふくやま産業交流館（ビッグ・ローズ）
）の接
種回数・接種期間を拡充します。
なお，今回新設及び拡充する接種枠のうち，各会場の 50％分を妊娠中の方とその配偶者等及び若年
層（12～39 歳）の方への優先接種枠とします。
１ 大規模接種会場の新設
（１）東広島会場
東広島運動公園
会
場
広島県東広島市西条町田口６７－１
令和３年９月 17 日(金)～10 月 25 日(月)
(１回目) ９月 17 日～９月 20 日
設置期間
９月 24 日～９月 26 日 (予備日) ９月 27 日
(２回目) 10 月 15 日～10 月 18 日
10 月 22 日～10 月 24 日 (予備日) 10 月 25 日
対象者
広島県に住民票がある 12 歳以上の方
設置期間の接種想定回数(人数) 18,060 回 (9,030 人)
(月・金) 15:00～20:00(１日最大 1,050 回接種)
接種体制
(土) 10:00～12:00,13:00～16:00,17:00～20:00(１日最大 1,680 回接種)
(日) 10:00～12:00,13:00～17:00(１日最大 1,260 回接種)
（２）三次会場
会

場

設置期間

対象者
接種体制

広島県三次庁舎第三庁舎
広島県三次市十日市東四丁目６－１
令和３年９月 18 日(土)～10 月 30 日(土)
(１回目) ９月 18 日,19 日
９月 25 日,26 日 (予備日) 10 月２日
(２回目) 10 月 16 日,17 日
10 月 23 日,24 日 (予備日) 10 月 30 日
広島県に住民票がある 12 歳以上の方
設置期間の接種想定回数(人数) 4,480 回（2,240 人）
(土・日) 10:00～12:00,13:00～16:00,17:00～20:00(１日最大 560 回接種)

（３）予約方法及び開始日
予約コールセンター：０８２－５６９－５２８８
予約方法
予約サイト：https://jump.mrso.jp/hiroshima/
予約開始日
令和３年９月８日（水）８：００～

変更前

２ 大規模接種会場の拡充
（１）広島会場【天満屋八丁堀ビル６階】
令和３年９月３日(金)～10 月 19 日(火)
設置
(１回目) ９月３日～９月 20 日 (予備日) ９月 21 日
期間
(２回目) 10 月１日～10 月 18 日 (予備日) 10 月 19 日
設置期間の接種想定回数(人数) 27,500 回(13,750 人)
(月～金) 15:00～20:00(１日最大 450 回接種)
接種
(土) 10:00～12:00,13:00～16:00,17:00～20:00(１日最大 1,440 回接種)
体制
(日) 10:00～12:00,13:00～17:00(１日最大 1,080 回接種)
※ ９月 20 日及び 10 月 18 日は次のとおり
10:00～12:00,13:00～16:00,17:00～20:00(１日最大 960 回接種)
令和３年９月３日(金)～10 月 27 日(水)
設置
(１回目) ９月３日～９月 28 日 (予備日) ９月 21 日,29 日
期間
(２回目) 10 月１日～10 月 26 日 (予備日) 10 月 19 日,27 日
設置期間の接種想定回数(人数) 53,420 回(26,710 人)
(月～金) 15:00～20:00(１日最大 450 回接種,(9/13～)1,050 回接種)
(土) 10:00～12:00,13:00～16:00,17:00～20:00
接種
(１日最大 1,440 回接種,(9/13～)1,680 回接種)
体制
(日) 10:00～12:00,13:00～17:00(１日最大 1,080 回接種,(9/13～)1,260 回接種)
※ ９月 20 日,23 日,10 月 18 日,21 日は次のとおり
10:00～12:00,13:00～16:00,17:00～20:00(１日最大 1,680 回接種)
変更後
変更前

（２）福山会場【広島県立ふくやま産業交流館（ビッグ・ローズ）
】
令和３年８月 31 日(火)～10 月 25 日(月)
(１回目) ８月 31 日～９月６日 (予備日) ９月７日
設置
９月 14 日～９月 20 日 (予備日) ９月 21 日
期間
(２回目) ９月 28 日～10 月４日 (予備日) 10 月５日
10 月 12 日～10 月 18 日 (予備日) 10 月 25 日
設置期間の接種想定回数(人数) 17,500 回(8,750 人)
(月～金) 16:00～20:00(１日最大 300 回接種)
接種
(土) 10:00～12:00,13:00～16:00,17:00～20:00(１日最大 1,440 回接種)
体制
(日) 10:00～12:00,13:00～17:00(１日最大 1,080 回接種)
※ ９月 20 日及び 10 月 18 日は次のとおり
10:00～12:00,13:00～16:00,17:00～20:00(１日最大 720 回接種)
令和３年８月 31 日(火)～10 月 25 日(月)
(１回目) ８月 31 日～９月６日 (予備日) ９月７日
設置
９月 14 日～９月 20 日 (予備日) ９月 21 日
期間
(２回目) ９月 28 日～10 月４日 (予備日) 10 月５日
10 月 12 日～10 月 18 日 (予備日) 10 月 25 日
設置期間の接種想定回数(人数) 27,940 回(13,970 人)
(月～金) 16:00～20:00,(9/14～) 14:00～20:00
(１日最大 300 回接種,(9/14～)1,260 回接種)
接種
(土) 10:00～12:00,13:00～16:00,17:00～20:00
体制
(１日最大 1,440 回接種,(9/14～)1,680 回接種)
(日) 10:00～12:00,13:00～17:00(１日最大 1,080 回接種,(9/14～)1,260 回接種)
※ ９月 20 日及び 10 月 18 日は次のとおり
10:00～12:00,13:00～16:00,17:00～20:00(１日最大 1,680 回接種)
変更後

（３）拡充分の予約方法及び開始日
予約コールセンター：０８２－５６９－５２８８
予約方法
予約サイト：https://jump.mrso.jp/hiroshima/
予約開始日
令和３年９月４日（土）８：００～
３ 優先接種枠（拡充分及び新設分の 50％）
今回拡充した接種枠及び新設した接種枠の 50％を次の方の優先接種枠とします。
① 妊娠中の者と配偶者等（1,500 人）
② 若年層（12～39 歳）の方（13,225 人）
※ ①の対象者については，予約コールセンターのみで予約を受け付けます。
４ 注意事項
● 今回の大規模接種会場は，モデルナ社製ワクチンを接種します。
● ワクチンは４週間の間隔で２回接種する必要があります。
● 今回の大規模接種会場以外に他の会場の予約をしている場合は，大規模接種会場の予約後，すみ
やかに他の会場の予約キャンセルの手続きを行ってください。
５ その他
● 大規模接種会場で使用するワクチンは，異物混入が発見され，国が使用見合わせを要請している
ワクチンではありません。
● ワクチン接種を行う前には，薬剤師及び看護師等がワクチンのバイアル内に異物がないかを目視
で確認を行います。
６ 参考（年代別接種状況（令和３年８月 30 日現在）
）※ VRS 入力情報

