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！

集団接種日程
会場：粕屋町福祉センター (長者原東 6-5-10)

自動音声電話は運用を終了いたしました。予約には、引き続きWEB予約サイトと電話予約コールセンターをご利用ください。

上記日程のほか、10月は 3日  8 日  19 日  26 日 が２回目接種の指定日となっています。
(２回目接種の指定日は、福祉センターでの集団接種で１回目接種を受けた方専用の日程です。)

！

WEB 粕屋町ワクチン接種 Web 予約

粕屋町コロナワクチンポータルサイトから
アクセスできます

粕屋町コロナワクチン 検 索

電話 ( オペレーター対応 )

0570-005-548
ナビダイヤル(有料) 9:00 ～ 17:00 ( 土日祝休 )

粕屋町
ワクチン接種コールセンター

10月1日 金曜 13:00～15:00
10:00～12:00
14:00～16:00

10月7日 木曜 13:00～15:00
10月10日 日曜 10:00～13:00
10月12日 火曜 10:00～12:00
10月14日 木曜 13:00～15:00

火曜10月5日

10月1日 金曜 13:00～15:00
10:00～12:00
14:00～16:00

10月7日 木曜 13:00～15:00
10月10日 日曜 10:00～13:00
10月12日 火曜 10:00～12:00
10月14日 木曜 13:00～15:00

火曜10月5日
10月17日 日曜 10:00～13:00
10月21日 木曜 13:00～15:00
10月22日 金曜 13:00～15:00
10月28日 木曜 13:00～15:00

会場：粕屋町福祉センター (長者原東 6-5-10)会場：粕屋町福祉センター (長者原東 6-5-10)会場：粕屋町福祉センター (長者原東 6-5-10)

9月22日
9:00～

予約開始

１回目接種の予約について

２回目接種の指定日について

個別接種 (ワクチン接種対応の粕屋町内医療機関 )

10月前半 10月後半

最新情報をチェック! 日程の追加や変更を行う場合があります
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チェック!
テレビのチャンネルを

１チャンネル
→リモコンのｄボタン
→ｄボタン広報誌

集団接種の
１回目接種としては

最後の日程
になります
詳細は裏面へ　

基礎疾患やアレルギーなどでかかりつけ医が
ある場合は、かかりつけ医で接種を受けられ
ることをおすすめします。

・あらきホームクリニック
・尾石内科消化器科医院
・大坪医院
・しもはし内科クリニック
・つつみクリニック

・ふたばこどもクリニック
・松尾医院
・村西内科クリニック
・ゆいレディースクリニック

・ひまわり病院
・福岡青洲会病院
・箱田病院
・ばばクリニック

・森小児科クリニック
・さくらクリニック
・千鳥橋病院附属粕屋診療所
・平田ペインクリニック

予約・問合せ先：粕屋町 Web 予約・コールセンター 予約・問合せ先  ：  個別の医療機関へ

粕屋町 個別接種のご案内
対象者・受付状況などはホームーページからご確認ください

個別接種

を行う場合がありますを行う場合があります

１回接種

最終日



粕屋町 新型コロナウイルスワクチン 接種事業事務室

厚生労働省 新型コロナワクチン コールセンター

0120-761-770

ワクチン接種の制度に関すること

福岡県 新型コロナウイルスワクチン 専用ダイヤル

0570-072-972

接種後の副反応など、ワクチンに関する医学的なこと

ナビダイヤル
24 時間 ( 毎日 )

フリーダイヤル
9:00 ～ 21:00 ( 毎日 )

新型コロナワクチンニュース！　第 12 号　令和 3 年 9 月 2 日版

福岡県 大規模接種会場として粕屋町福祉センターを提供します 武田/モデルナ
※ 粕屋町実施の集団接種とは別の集団接種になります。実施者・日程・使用ワクチン等も異なります。

粕屋町及び粕屋町福祉センターでは、予約や問合せ・取次ぎには
対応できません。直接のお電話等はくれぐれもご遠慮ください。

福岡県ワクチン接種コールセンター (平日 9時～ 17時 )

092-477-5586／092-600-1236
！

予約･他会場など詳細は

福岡県ホームページ へ

福岡県が運営・予約受付を行います

ワクチン接種の早期完了を目指して集団接種会場を運営してまいりましたが、１０月末で町
民の 7 割の方が２回接種を完了すること、今後の町へのワクチン供給量の減少が見込まれる
ことから、集団接種会場の新規接種の受付を終えることといたしました。
１１月以降の集団接種会場では２回目の接種を行い、今後の新規の接種主体を集団接種会場
から個別の医療機関へと移すことといたします。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

・優先接種の対象職種に該当する方で、満 16歳以上 40歳未満の方
(対象職種：保育士・教職員等、介護・障がい福祉サービス事業所等の従事者、
消防士等、理容・美容、旅館・ホテル、飲食店等の従事者　など )

・妊娠している方 と その同居人

武田/モデルナ社製ワクチン(２回接種・約４週間の間隔)
※２回の接種とも同じ種類のワクチンでなければいけません。

粕屋町が実施する集団接種はファイザー社製ワクチンです。
お間違えのないようくれぐれもご注意ください。

粕屋会場：粕屋町福祉センター ※会場により異なる

●令和３年９月１８日(土)～１０月２７日(水)
●月曜日・水曜日・土曜日
●１６時～２０時 (祝日９時～１３時 )

対象者

ワクチンの種類 実施日時

・武田/モデルナ社製ワクチンの接
種に同意する方

・２回接種が可能な方
・接種日に満 16歳以上の方

か
つ

！

福祉センターでの集団接種は 11月末で終了いたします

粕屋町ワクチンメーター …ワクチンの接種状況と今後の予測
(12 歳以上 接種対象者 約 41,500 人 )　　　※ 対象者数・割合は

おおよその数です

実際の数 予測

8/31の接種状況 10/30 時点の予測8/31の接種状況 10/308/31
0%

50%

100%

6/30 7/28 8/31 9/30 10/30

未接種
１回接種

２回接種

未接種
50%

２回
 39%

接種済
50%

1 回のみ
 11%

未接種
19%

２回
 71% 接種済

81%

1 回のみ
 10%


