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新型コロナウイルス
ワクチン接種に向けて④
発行

宇城市新型コロナウイルス感染症対策本部
☎ 0964-32-1111

編集

宇城市における新型コロナウイルスワクチンの接種に
関する準備状況について Q&A 方式でお知らせします。

Q. 宇城市における接種の優先順位と接種スケ
ジュールに進展はありましたか？
A. 右表の予定に沿って順次接種券を
郵送します。今回新たに「80 歳以上」
の順位を設けました。接種券が届いた
ら、同封の案内チラシなどをよくお読
みいただき、接種のご予約をお願いし
ます。

Q.

＜接種順位と接種スケジュール＞
順位
1
2

新たに区分を
設定しました

医療機関に直接予約することはできますか。

A. 市では「専用コールセンター」または「接種
日時予約システム」により予約を受け付けます。
接種できる医療機関や施設では予約できません。
なお、長期入院中の人や高齢者施設に入所して
いる人などは、各施設により接種計画が立てられ
る場合があります。

Q. 1 回目の予約時に 2 回目も同時に予約したい
のですが…。
A. 1 回目の接種後、2 回目の接種については、
原則 3 週間後の同曜日、同時刻、同会場で自動
的に設定します。ワクチンの必要量を確保するた
めです。1 回目の接種時に 2 回目の接種について
案内します。個人的な都合により接種日を変更し
たい場合は、コールセンターで変更予約をお願い
します。
現在は、概ね 2 週間後までの期間についての接種
予約を受け付けています。
今後のワクチンの供給量や、ワクチン接種を実施で
きる医療機関の状況に応じて、予約を受け付ける期間
を調整する場合があります。

同対策本部事務局
（健康福祉部健康づくり推進課）

3
4
5
6
7

対象者
高齢者施設入所者・
従事者
高齢者施設入所者・
従事者高齢者
（85歳以上）
高齢者（80歳以上）
高齢者（75歳以上）
高齢者（65歳以上）
基礎疾患のある人
上記以外の人

接種開始
（予定）

接種券発送
（予定）

4月20日
（火） 4月 9日
（金）
5月11日
（火） 4月26日
（月）
6月 1日
（火） 5月21日
（金）
6月上旬
5月28日
（金）
調整中
調整中
調整中
調整中
調整中
調整中

市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
受付時間 毎日 9:00~18:00

0570-077-751
※全国各地より市内通話料金でご利用できます

接種予約日時
予約システム

時間帯によっては、コールセンター・
予約システムにつながりにくくなり
ます。ワクチンの必要量は十分に確
保されています。あわてず落ち着い
た行動をお願いします。

＜予約期間設定スケジュール＞
予約開始日
（コールセンター）

予約できる期間

5月6日

～5月23日
（日）
まで

5月18日
（火）

～5月30日
（日）
まで

5月25日
（火）

～6月 6日
（日）
まで

6月 1日
（火）

～6月13日
（日）
まで

【裏 面 に 続 き ま す】

Q.

接種できる医療機関を教えてほしい。

A. 5 月 31 日までの期間に接種できる医療機関は以下のとおりです。医療従事者向けの接種が
完了する見込みの 6 月中旬以降、市民向けの接種を実施する医療機関は順次追加される予定です。

＜一般予約による接種を実施している接種会場＞ 【 5 月 11 日～ 5 月 31 日】
地区
三角

予約を受け付けている医療機関
三角防災拠点センター（接種実施日：5/27、6/3）

※接種以外は休館です

不知火 旧松合小学校体育館（接種実施日：5/28、6/4）
松橋

泉胃腸科外科医院 宇城市民病院 うちの小児科小児外科 県南髙木クリニック 坂口医院
篠﨑内科クリニック 清水整形外科医院 じょうどいクリニック 竹宮医院 中村医院
本田医院 まつえクリニック まつばせ児嶋クリニック 松橋耳鼻咽喉科・内科クリニック
みずたみ医院 宮崎耳鼻咽喉科医院

小川

江藤外科胃腸科医院 桜十字熊本宇城病院 ダイヤモンドシティクリニック
たかはしクリニック 土屋医院

豊野

狩場医院

【おことわり】各医療機関によって、接種開始時期、接種実施数、接種可能曜日などが異なります。予約シス
テム上にご希望の接種会場の記載がない場合、予約枠が埋まってしまった、あるいは接種を開始していない
接種会場となります。

ワクチン接種に関するお問い合わせ
市内での接種に関して

一般的な相談窓口

市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
受付時間 毎日 9:00~18:00

0570-077-751
※全国各地より市内通話料金でご利用できます

受付内容

接種方法の確認、接種券の再発行など

専門的相談窓口
熊本県新型コロナウイルスワクチン専門的
相談窓口
☎ 096-285-5622
受付時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分
受付内容 接種後の副反応に関する相談など

5/31 ㊊まで臨時休館延長
三角
ふれあいの館
市民館（郡浦、大岳）
★ 三角 B&G 海洋センター
石打ダム資料館
〈追加〉若宮海水浴場、キャンプ場
不知火
★ 武道館
★ 不知火温水プール
★ 体育館（松合・不知火）
松橋
★ 松橋勤労身体障害者教養文化
体育施設（サンアビ）

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎ 0120-761-770
受付時間 午前 9 時～午後 9 時
受付内容 ワクチン施策に関するご意見など

ワクチンメーカー
ファイザー社新型コロナウイルスワクチン特設
コールセンター
☎ 0120-146-744
受付時間 午前 9 時～午後 8 時（月～土）
受付内容 ワクチンに関する具体的な問い合わせ
6月1日以降の新規予約受け付けも中止しています。
再開時期は決まり次第お知らせします。

元気老人交流施設
★ ウイングまつばせ
インダストリアル研修館
★ 宇城市松橋グラウンドゴルフ場
街なか図書館（当面の間）
小川
★ ふれあいの里
（観音山グラウンド）
★ ふれあいスポーツセンター
★ 海東地区農村コミュニティ施設
★ ラポート（文化ホールのみ）
ラポート（中央公民館）
河江地区コミュニティーセンター

★ 宇城市ビジネスサポートセンター
豊野
★ 農業者トレーニングセンター
★ 宇城市屋内多目的広場
上巣林教育集会場
★ 豊野グラウンドゴルフ場
市内全体
★ 各地区グラウンド
防災拠点センター
★ 生涯学習センター（体育館・グラ
ウンド）
★ 小・中学校施設の体育館・グラウ
ンドの貸し出し

★マークのある施設をすでに予約している場合はそのまま使用できます

