
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かかりつけの病院等での【個別接種】を希望する方 

 

接種費は無料 

【お願い】 

＊時間はかかりますが、希望者全員がワクチン接種を受けられます。 

＊集団接種会場での【集団接種】、医療機関での【個別接種】など、ひとり１ヶ所で接種

予約をお願いします。複数の予約をすると、まだ予約の取れていない方にご迷惑をおかけ

する事になりますので、ご協力をお願いします。 

Ｒ３.8.20現在 

「16歳以上の方」が個別接種をできる市内の医療機関 
・12 歳～16 歳未満の接種ができる医療機関については、接種券発送時に同封した一覧表をご

覧ください。 

・かかりつけ医療機関がある方は、受診の際にお尋ねください。 

 
問合せ先：小城市健康増進課 ☎0952-37-6106 
 

【ワクチン接種後も感染対策をお願いします】 

・ワクチン接種を済まれた方も、マスク・手洗い・うがい・消毒など感染対策は継続して下さい。 

・ワクチン接種をしても、コロナウイルスに感染する場合があります。周りの大切な人を守るためにも、

引き続きの感染対策をお願いします。 

【接種当日の注意点について】 

・治療中の病気（高血圧、糖尿病や基礎疾患等）のある方は、かかりつけ医療機関等の受診の際に

「接種できるかどうか」をご相談のうえ、ご予約をお願いします。 

・水分をしっかりとってください。もし、体調が悪い場合は、無理な接種は控え、予約先へ連絡して予約

日の変更をお願いします。 

・接種当日は、必ずマスク着用のうえ、肩を出しやすい服装で、①接種券、②予診票、③本人確認書

類（運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど）を持参のうえ、お越しください。 

・筋肉注射です。免疫の反応として“腕の痛み”や“腕が上がらない”、“発熱”や“なんとなくだるい”な

どの症状が出ることがあります。1 回目接種より 2 回目接種で症状が出やすく、ほとんどの症状は２

日くらいで消えるとされています。 

・接種当日は、ワクチン接種後 15分～30分ほど体調確認のため経過観察を行います。 

・ワクチン接種後から数日経っても改善されない場合は医療機関の受診をお願いします。 

【集団接種キャンセル待ち登録のご案内】 

・１回目接種の予約が取れていない方のうち、当日キャンセルがあった際に概ね 15分以内くらいで接

種会場（桜楽館・ひまわり）に来ていただける方を募集します。 

希望される方は、以下の点にご了承のうえお申込み下さい。 

①電話させていただいた際に連絡が取れない場合は他の方へ案内させていただきます。 

②キャンセルのあった場合のみの連絡となるため、登録された方全員に必ずご案内できることを 

お約束できるものではありません。 

・登録を希望される方は、接種券番号、氏名、年齢、連絡先等を健康増進課までお知らせください。 

     小城市健康増進課 ☎0952-37-6106  平日 9：00～17：00受付 

【接種券の配布について】 

・今年度の誕生日で１２歳になる小学６年生については、誤接種防止のため、誕生日の翌月初めに

順次送付します。しばらくお待ちください。12歳以上への接種券配布は完了しました。 

小城市民病院

080-9243-6963
080-9243-6964

(ワクチン接種予約専用)
予約受付は月～金 15:00～17:00（祝祭日除く）

月・木  13:00～14:00 かかりつけ優先

野田好生医院 0952-72-3232
予約受付は火～木　9:00～12:00

月～金　10:00～15:00 かかりつけ優先

ひらまつ病院

ひらまつクリニック

090-3073-5998
(ワクチン接種予約専用)

予約受付は月～金 14:00～16:00
（祝祭日除く）

月・火・水・木
       10:00～11:30

やなぎしまこども医院 0952-73-3666
予約受付は、月火金14:00～16:00

火     16:00～17:30
土     12:30～13:30

かかりつけの20
歳以下優先

江口病院
          0952-73-3083
 予約受付は　月～金　9:00-12:00　14:00-17:00
       　    土　  　9:00-12:00 （祝祭日除く）

月～金　13:00～16:00 かかりつけ優先

ひろおか内科・脳神経クリニック 0952-73-8022
月・火・水・金
       10:00～16:00

かかりつけ優先

まえだ脳神経外科・眼科クリニック
080-8576-6515

（ワクチン接種予約専用）

予約受付は診療時間中のみ

火     14:00～17:00
木　    9:00～11:00

まなべ消化器内科クリニック 080-5801-7776
（ワクチン接種予約専用）

月～金　15:00～17:00 かかりつけ優先

にしかわ整形外科クリニック 診療時に要相談
月・火・木・金
　　　　11:00～12:00

かかりつけのみ

はやしだ耳鼻咽喉科 0952-72-8741
予約受付は診療時間中のみ

月・火・水・金
　　　　14:00～16:00

かかりつけ優先

おおしまクリニック
0952-20-0818（ワクチン接種予約専用）

予約受付　月～金
予約受付は9:00～12:00（祝祭日除く）

月～金　 9:00～11:30
　　　　14:30～17:30

かかりつけ優先

上砥川戸塚クリニック 0952-20-0573
月・火・水・金
　　　　 9:00～17:30
木・土　 9:00～12:00

かかりつけ優先

しまうちクリニック
0952-66-6036

予約受付は午前中のみ

月～金　10:00～12:00
        16:00～17:30
土　    10:00～12:00

かかりつけ優先

村岡内科医院 0952-66-3750
月・火・木・金
　　　 　9:00～16:00
水・土　 9:00～12:00

かかりつけ優先

芦
刈 徳富医院

0952-66-0306
(ワクチン接種予約専用)

予約受付は 月～金16:30～18:00

月・火・木・金
　　　　10:00～11:00
　　　　16:00～17:00
土　     9:00～11:00

備　考

牛
津

医療機関名 電話番号 接種日時

小
城

三
日
月

“医療法人　ひらまつ病院”
ホームページでご確認ください



〇【集団接種】のご予約はＷｅｂ予約と電話予約の 2種類です。お手元に接種券を準備の 

うえ、予約してください。集団接種は年齢により順次ご案内となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

予約方法① web 予約  携帯電話・スマートフォン・パソコン等から予約 

（受付時間：受付初日の 9：30～） 

注）５回入力ミスがあるとロックがかかり、30 分間ログインできません！ご注意を！ 

●ＱＲコードを読み取って予約する方法                  

 
                    

必要事項を入力する 

 

 

●小城市ホームページから予約する方法 
   

 ①            ②   
 

 ③              ④ 必要事項を入力する 

 
 

予約方法② 電話予約 小城市コロナワクチンコールセンターへ電話 

0120-976-497（受付時間：平日 9：30～17：00） ※かけ間違い注意 

 

 

 

 

  

  

   

※感染リスクを避けるため、３密回避として予約の時間を分けています。予約時間の５分前く

らいに接種会場においでください。 

駐車場も込み合いますので、早くから並ばないようご協力をお願いします。 

※接種後は、15分～30分、会場で経過観察を行います。 

月 火 水 木 金 土 日 

9/13ひまわり 14 15 16 17 桜楽館 18 ひまわり 19 桜楽館 

（②  30人）    （② 150人） 

（⑤ 120人） 

（④ 240人） （① 170人） 

20 21 22 23 24 桜楽館 25 桜楽館 26 ひまわり 

    （②  60人） （2回目のみ） （2回目のみ） 

27 28 29 30 桜楽館 10/1ひまわり 2 桜楽館 3桜楽館 

   （③ 190人） （2回目のみ） （④ 170人） （①  80人） 

4 ひまわり 5 6 7 8 桜楽館 9 ひまわり 10 桜楽館 

（②  70人）    （2回目のみ） （2回目のみ） （①  80人） 

11 12 13 14  15桜楽館 16  17 

    （②  80人）   

小城保健福祉センター「桜楽館」や、芦刈保健福祉センター 

「ひまわり」での【集団接種】を希望する方 

※予約数の定員に達した場合は、次回の集団接種計画をお待ち下さい。 

※8月 20日(金)17:00～8月 24日(火)9:30までは、予約システムの“予約年

齢枠調整”のため予約画面を一旦閉じますので、ご注意ください。 

 

◇30歳以上の方（Ｈ4.4.1までに生まれた方） 

集団接種の予約受付中 

 

◇16歳以上の方（Ｈ18.4.1までに生まれた方） 

集団接種の予約  8月 24日(火)～予約開始  

 

集団接種スケジュール 
予約方法： Web予約、またはコールセンターへの電話予約 

会  場： 小城保健福祉センター「桜楽館」 小城町畑田 750 

芦刈保健福祉センター「ひまわり」芦刈町三王崎 1522 

時  間： 接種の受付時間は（ ）内の下記番号をご確認ください 

①8：30～11：30  ②13：00～14：30  ③13：30～16：30   

④14：00～17：00  ⑤18：30～20：00（夜間） 

受付人数： （ ）内の人数は 1回目接種の予約ができる予定人数です 
         

 ※２回目の予約は、1回目接種後に接種会場で予約を受け付けます。 

※接種を確実かつ円滑にするため、基本的に 1回目と 2 回目は同じ会場で 

行います。 

※国からのワクチン配分量や人員体制等の都合によって、日にち・時間・接種人数を変更する場

合があります。 

※避難所を開設するような災害の場合は、集団接種を中止する場合があります。中止の場合は、

後日、別日の接種日程を決めて連絡しますので、よろしくお願いします。 

※特別な事情によりワクチン接種を急ぐ必要のある方は、健康増進課へご相談ください。 


