
個別接種を実施する医療機関が増えました　

粕屋町 新型コロナウイルスワクチン 接種事業事務室

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 )

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

フリーダイヤル
9:00 ～ 21:00 ( 毎日 )

粕屋町 新型コロナウイルスワクチン
予約・問い合わせ コールセンター

ナビダイヤル
9:00 ～ 17:00 ( 土日祝休 )

0570-005-548

集団接種・予約などに関すること

新型コロナワクチンニュース！　第 10 号　令和 3 年 7 月 29 日版

集団接種日程
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)

1 回目
接種の

方へ ！
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対応年齢 受付状況
あらきホームクリニック

大字内橋800-19-105

尾石内科消化器科医院
花ヶ浦2-10-10

大坪医院
若宮2-9-5

しもはし内科クリニック
大字内橋300-1-B

つつみクリニック
大字柚須114-1-ﾌｫﾚｽﾄ柚須201

福岡青洲会病院
長者原西4-11-8

ふたばこどもクリニック
内橋300-1-A

松尾医院
甲仲原2-10-10

村西内科クリニック
長者原東3-2-30

ゆいレディースクリニック
原町5-12-1

ひまわり病院
長者原東1-10-3

箱田病院
仲原1-14-14

ばばクリニック
仲原2924-2

森小児科クリニック
長者原東1-3-28

さくらクリニック
長者原西2-6-1

千鳥橋病院附属粕屋診療所
大字仲原2531-1

平田ペインクリニック
長者原東3-8-1

12歳以上
18歳以下

12歳以上

12歳以上

30歳以上

30歳以上

12歳以上 【電話予約】090-2716-0567
(9:00～11:00, 15:00～17:00)

12歳以上
【ネット予約】mori.or.jp
ネット予約の際に必要な診察券番号をお持ちでない
方は、窓口や電話(957-1610 受付時間10:00～
12:00)で新しく取得できます。

定期通院者のみ
受付します

・受診履歴のある方
・産前産後で当院に通院中の女性(授乳中
含む)とその配偶者
のみを受付します

12歳以上
定期通院者と
それ以外の方を受付します

【電話予約】938-1311
(9:00～12:00, 14:00～17:00)
 ※ 水曜は午前のみ電話受付

12歳以上

定期通院者優先で
それ以外の方も
受付します

【電話予約】938-2754
(9:00～12:00, 13:30～16:30)

12歳以上

12歳以上

医療機関名 予約・問合せ先

20歳以上

定期通院者と
それ以外の方を
同時に受付します

15歳以上

12歳以上

16歳以上

12歳以上

12歳以上

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も
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

自動音声電話 ( 無人対応 )

0120-995-311
フリーダイヤル

粕屋町 
集団接種予約専用ダイヤル

最大 100 回線24 時間受付

9月2日 木曜 13:00～15:00
10:00～12:00
14:00～16:00

9月9日 木曜 13:00～15:00
9月10日 金曜 13:00～15:00
9月12日 日曜 10:00～13:00

10:00～12:00
14:00～16:00

9月16日 木曜 13:00～15:00
9月17日 金曜 13:00～15:00
9月19日 日曜 10:00～13:00

10:00～12:00
14:00～16:00

9月23日 木曜 13:00～15:00
9月26日 日曜 10:00～13:00

10:00～12:00
14:00～16:00

9月30日 木曜 13:00～15:00

火曜9月28日

火曜9月7日

火曜9月14日

火曜9月21日

※さくらクリニックの定期通院者 予約時は…
電話では仮予約とし、窓口での説明時に
了承された方を本予約とします

定期通院者以外のワクチン接種に関する
予約・問合せは受け付けていません

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

※ナビダイヤルは、固定電話からかけると、携帯電話よりも通話料が安くおさえられます
※自動音声ガイダンスが流れている間は、通話料は発生しません

粕屋町ワクチン接種コールセンター

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

※ WEB 予約は、粕屋町に住民登録がある方のみを対応としています。
　それ以外の方は、コールセンター予約をご利用ください。

定期通院者と
それ以外の方 を受付します

・受診履歴のある方
・産前産後で当院に通院中の女性

( 授乳中含む ) とその配偶者
を受付します ( 年齢は問いません )

定期通院者と
それ以外の方 を受付します

町ホームページ・ｄボタン広報誌・粕屋町公式ＬＩＮＥによりお伝えしておりますが、8 月 4 日に
予約開始した 9 月日程より接種対象者に 19～39 歳 の方が加わり、ファイザー社製ワクチン対
象年齢である 12 歳以上の方はすべて予約可能となりました。

予約時の混雑などでは、粕屋住民のみなさまには大変なご不便をおかけすることもありました
が、今後も、希望される全ての方がスムーズに接種を受けられるよう運営してまいります。

12 歳以上の方がすべて予約可能になりました！
ファイザーワクチン対象年齢

　　　　集団接種会場は、一般的な医療機関と同等の個別対応を行
うには限りがあります。自身の体調等に不安がある方は、個別医療
機関での接種をご検討ください。

※ 日時の変更や追加については、町ホームページ・ｄボタン広報誌・粕屋町公式 LINE をご確認ください。

　　　　集団接種会場は、一般的な医療機関と同等の個別対応を行注意!

小学生は、保護者の同伴がなければ、いかなる場合にも接種はできません
中学生は、保護者の同伴がなく、保護者の同意の確認もできない場合は接種ができません

また、小・中学生に関わらず、未成年の方などが接種を受ける際は、接種当日の副反応等により、おひとり
での帰宅が困難な場合も考えられることから、付き添い・送迎でのご来場をおすすめします。おひとりでご
来場される場合は、保護者・ご家族などの緊急連絡先を予診票に記載くださいますようお願いいたします。

！

原則、小学生～中学生は保護者の同伴が必要です

予約時の混雑などでは、粕屋住民のみなさまには大変なご不便をおかけすることもありました

医療機関名

７月29日

最新版

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

１最新情報は



予防接種証明書の申請方法

郵送もしくは窓口へ提出２

提出書類をそろえる１

証明書の受け取り３

〒 811-2392
粕屋町駕与丁一丁目１－１
粕屋町役場 コロナワクチン事務室

粕屋町役場 コロナワクチン特設窓口
　　　　　　　平日 8:30 ～ 17:00

( 正面玄関入ってすぐ右手にあります )

郵送提出先 窓口提出先

新型コロナワクチンニュース！　第 10 号　令和 3 年 7 月 29 日版新型コロナワクチンニュース！　第 10 号　令和 3 年 7 月 29 日版

ワクチンパスポート

予防接種証明書について

接種を受けたことの証明には 接種済証 がありますが、これを
海外でも使用できるようにしたものが新型コロナウイルスワク
チン接種証明書 ( ワクチンパスポート ) です。
海外渡航者に限定し、渡航予定のある方が申請された場合に町
が書面で発行します。

✔　対象者の方は、郵送もしくは窓口にて、接種証明書の申請・
受取が可能です。

✔　当面、手数料はかかりませんが、一度の申請に対して証明書
1 通の発行となります。

✔　１回目接種・２回目接種で住所地が異なる場合は、それぞれ
接種時の住所地が申請先となります。

対象者

接種証明書の目的

粕屋町発行の接種券で接種を受けた方
海外渡航の予定がある方

で

証明書は即日交付はできません。渡航予定時期から余裕をもって申請してください。
町外の接種場所で接種された場合などは、外部に接種実績の照会を行う必要があるため、
２週間から 1 か月ほど時間を要する場合があります。何卒ご了承ください。

また、書類に不備があった場合は受理できませんのでご注意ください。

必須 返信用封筒 ( 切手貼付 )
　…原則、住所地への郵送となります

粕屋町役場 コロナワクチン特設窓口
　　　　　　　平日 8:30 ～ 17:00
( 受取時に本人確認書類の提示が必要です )

郵 送 受 取 窓 口 受 取

予防接種証明書について予防接種証明書について

新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書

姓 旧姓 別姓 名 別名

生年月日

国籍

旅券番号

回目接種 回目接種

ワクチンの種類 ワクチンの種類

メーカー メーカー

製品名 製品名

製造番号 製造番号

接種年月日 接種年月日

接種国 接種国

証明書発行者

日本国厚生労働大臣

証明書 証明書発行年月日

海外渡航者限定

●　新型コロナウイルスワクチン接種を受けていない方

●　実際に海外渡航の予定がない方

●　予防接種法の対象外となる方
( 在外日本人一時帰国者、米軍接種を受けた在日米軍従事者、
ワクチンの輸入等で接種した方、国内治験参加者 )

右記の国への入国時に提示することで…

「隔離措置の免除」( 国によって異なる ) などの措置が
受けられますが、ないと入国できないわけではありません。

対象外の方

接種証明書イメージ

詳細は、外務省や厚生労働省の WEB ページで最新の情報をご覧ください。

外務省
海外渡航用の新型コロナワクチン
接種証明書が使用可能な
国・地域一覧

厚生労働省
海外渡航用の接種証明書について

必要書類
□ 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書

…　役場コロナワクチン特設窓口／粕屋町ホームページにあります

□ 旅券 (パスポート)のコピー ( 有効期限内 )

□ 接種券・接種済証 (又は接種記録書 )
のコピー

□ 返信用封筒 ( 郵送を希望される場合 )

□ 委任状 ( 本人以外による申請の場合 )

… 有効期限間近の場合は、更新後に申請をお願いします

… ご提出いただくと審査期間が短縮される場合があります

　 ※ 優先接種により接種を受けた方は接種記録書と町発行
の接種券 ( 未使用 ) のコピーをご提出ください

… 宛先 ( 住民票に記載の住所 ) の記載と必要料金分の切手
の貼付が必要です

住所地以外への郵送は取り扱いが限定されるため、ご相談ください

… 未成年者の証明書を保護者が申請する場合は不要です

！

214034910000135771

0000135771

403491

回目

福岡県粕屋町

券番号

請求先

券　種

114034910000135771

0000135771

403491福岡県粕屋町

券番号

請求先

券　種

224034910000135771

0000135771

403491福岡県粕屋町

券番号

請求先

券　種

124034910000135771

0000135771

403491福岡県粕屋町

券番号

請求先

券　種

福岡県粕屋町長
箱田　彰

氏　名

氏　名 氏　名

氏　名

生年月日

住　所

氏　名

メーカー／Lot No.
2021年

接種年月日

   月   日

接種場所

（シール貼付け）

接種年月日

2021年

月   日

接種場所

メーカー／Lot No.

（シール貼付け）

ワクチン接種2 1

回目2ワクチン接種2

1 予診のみ 1 回目

予診のみ1 回目2

1回目

2回目

接種を受ける方へ
●シールは剥がさずに、台紙ごと接種場所へお持ちください。
●右側の予防接種済証は接種が終わった後も大切に保管してください。

粕屋町駕与丁一丁目１番１号

令和3年5月11日

粕屋 駕与子

粕屋 駕与子

粕屋 駕与子粕屋 駕与子

粕屋 駕与子

接種済証接種券
接種券シールが使用済み ワクチンシールが貼付

※優先接種で接種を受けた方は、「接種記録書 (A4)」にワクチン
のシールを貼られています。接種済証と同じ取り扱いです。

！ 接種済証 は大切に保管してください。

接種を受けた会場で、接種券右側のワクチンのシー
ルの貼られた部分が 接種済証 です。

この 接種済証 が新型コロナウイルスワクチン接
種を受けたという証明になりますので、海外渡航時
に使用する目的でなければ、特別に接種証明書 ( ワ
クチンパスポート ) を申請する必要はありません。

国・地域一覧

CHEC
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　７月 29 日現在　接種証明書が使用可能な国は…
　　　イタリア・オーストリア・トルコ・ブルガリア
　　　ポーランド・韓国・エストニア


