
新型コロナワクチン

オミクロン株対応ワクチン接種のお知らせ

２０２２年1０月久留米市

ワクチン接種までの流れ

 2回以上接種した12歳以上の人が対象です。2回目が完了していない人は対象となりません。

 接種可能となる日を接種券に記載しています(右図)が、接種間隔は変更される場合があるため、
その時点での接種間隔を、広報くるめや市ホームページで確認してください。

 対象となる人にクーポン券をお送りしています。接種する際は従来の白色のクーポン券は使えませ
ん。白色のクーポン券をお持ちで未接種の人は、白色のクーポン券は破棄し、今回お送りした桃色
のクーポン券を使用してください。

TEL:0120-567-981
予約サイトQRコード→

パソコン、スマートフォン等で簡単に操作できます。
別添の操作手順を参考にしてください。

パスワードは生年月日(西暦８ケタの数字)です。
例:1950年1月1日生まれ→19500101 FAX 092-712-8285（耳や言葉が不自由な方）

 予約開始日は、右下の表のとおりです。対象者が多いため、一時的に予約が取りにくくなる可能性がありますが、随時予約枠を拡大します。少し待っ
て予約をしてください。久留米市公式LINEのお友達登録をしていただくと、予約枠の開放など、ワクチンに関する情報を受け取れて便利です。

 ワクチンは原則、住民票のある市町村(住所地)で受けます。

 個別接種・集団接種ともに使用するワクチンの種類は供給状況によって決定します。

 11月5日～7日に、WEB予約の支援窓口を設置します。詳しくは裏面を確認してください。

フリーダイヤルに変わりました！

＜令和4年10月から12月の集団接種会場＞

個別接種

集団接種

個別接種医療機関(別紙)に直接予約

WEB(予約サイト)かコールセンターで予約
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ワクチン接種までの流れ

コールセンターで予約 8:30～21:00(土日・祝日含む)予約サイトで予約

クーポン券が届く

接種会場を予約する

公共施設 所在地 日程 実施日 受付時間

久留米市役所２階
くるみホール

城南町

水曜・木曜

10月 26日、27日

14:00～16:3011月 2日、9日、10日、16日、17日、24日、30日

12月 1日、7日、8日、14日、15日、21日、22日、28日

金曜

10月 28日

16:00～18:3011月 4日、11日、18日、25日

12月 2日、9日、16日、23日

土曜・日曜・
祝日・年末

10月 22日、23日、29日、30日
9:00～12:30
14:00～17:30

11月 3日、12日、13日、19日、23日、26日、27日

12月 3日、4日、10日、11日、17日、24日、25日、29日、30日

久留米アリーナ 東櫛原町

水曜・木曜
11月 9日、10日、16日、17日、24日、30日

14:00～16:30
12月 1日、7日、8日、14日、15日、21日、22日

金曜
11月 4日、11日、18日、25日

16:00～18:30
12月 2日、9日、23日

土曜・日曜・
祝日

10月 29日、30日
9:00～12:30
14:00～17:30

11月 3日(午後のみ)、5日、12日、13日、19日、23日、26日、27日

12月 4日(午後のみ)、10日、11日、24日、25日

田主丸総合支所 田主丸町 土曜 10月22日、29日 11月5日、12日、19日 12月3日、10日、17日 14:00～16:30

北野生涯学習センター 北野町 土曜 11月5日、26日 12月3日、24日 14:00～16:30

城島げんきかん 城島町
土曜 10月22日、29日 11月26日 12月24日 14:00～16:30

日曜 11月13日 12月11日 12:00～14:30

三潴生涯学習センター 三潴町 土曜 11月19日、26日 12月10日、24日 14:00～16:30

※この期間田主丸そよ風ホールでは実施しません

接種可能日の
属する月

予約開始日

10月・11月 クーポン券が届き次第

12月 11月5日(土曜)8:30から

 

接種可能日 



◎住民票がある場所（住所地） 以外での接種について

・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 ➡ 医療機関や施設でご相談ください。

・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 ➡ 医療機関でご相談ください。

・お住まいが住所地と異なる方 ➡ 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。 実際にお住まいの市町村
ホームページでご確認いただくか、相談窓口にお問い合わせください。

封筒の中身一式 マイナンバーカード 等

＋

協力医療機関 所在地 開始日 実施曜日 受付時間

久留米大学病院 旭町 11/4(金) 月・木・金 14:00～15:30

聖マリア病院 津福本町 11/1(火) 月～金 13:30～15:00

JCHO久留米総合病院 櫛原町 11/1(火) 月～金 14:00～15:00

新古賀病院 天神町 11/1(火)
月・火・木・金 13:30～16:00

土 9:30～12:00

古賀病院21 宮ノ陣 11/1(火)
月・火・水・金 13:00～15:30

日曜・祝日 9:30～11:30

内藤病院 西町 11/1(火)
月・火・木・金 14:00～16:30

水 14:00～15:00

高良台リハビリテーション病院 藤光町 11/2(水) 水・木 14:00～16:30

田主丸中央病院 田主丸町 11/1(火) 火・木・土 14:00～17:00

神代病院 北野町 11/2(水) 月・水・金 13:00～15:00

安本病院 三潴町 11/1(火) 月～金 14:00～15:30

 封筒には、「宛名が書かれた接種済証」と「予診票」が同封されています。予診票は予め記入して
持参してください。宛名が書かれた接種済証は接種の記録となります。紛失しないよう大切に保管
ください。経済活動(買い物や外食等)の際に活用ができる場合があります。

 接種前にご自宅等で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を
控え、コールセンターまでキャンセルのご連絡をお願いします。

 ワクチン接種の際に速やかに肩を出せる服装でお越しいただくよう、ご配慮の程お願いいたします。

• 上記に記載がある場合を除いて、祝日及び年末(12月29日～31日)は実施しません。

• ワクチンの供給量などにより、接種を実施する場所・曜日・時間帯を変更する場合があります。
接種会場などの情報は、その時点の接種体制に合わせて変わりますので、最新情報を久留米市ホームページで確認してください。

• オミクロン株対応ワクチンの接種では、これまでの接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社または、モデルナ社のワクチンを接種できます。
なお、12歳以上17歳以下の人はモデルナ社製ワクチンは接種できません。

• 別の予防接種(インフルエンザを除く)を行う場合は、13日以上間隔を空けてください。

• 災害発生時(大雨、台風、地震等)は、接種会場を閉鎖し、接種を中止する場合があります。災害等により接種中止となった場合は、ホームページや
LINEでお知らせします。予約はキャンセルとなりますので、再度ご自身で予約を取り直していただきますようお願いします。

【当日の持ち物】

久留米市新型コロナウイルスワクチンプロジェクト
〒830-8520 久留米市城南町15-3
お問い合わせ先 TEL:0120-567-981 FAX:092-712-8285

内容 問い合せ先 対応時間

ワクチン接種の日時や場所、クーポン券や予約のこと
久留米市新型コロナワクチン
コールセンター

TEL 0120-567-981
FAX 092-712-8285

8:30～21:00
(土日・祝日含む)

接種後の副反応など専門的な相談
福岡県新型コロナウイルス
ワクチン専用ダイヤル

TEL 0570-072-972
9:00～21:00
(土日・祝日含む)

接種後の副反応など専門的な相談
※Multilingual support

外国語で相談する場合の窓口
（19カ国語対応）

TEL 092-687-4884
9:00～21:00
(土日・祝日含む)

ワクチンの有効性や安全性のこと
厚生労働省新型コロナワクチン
コールセンター

TEL 0120-761-770
9:00～21:00
(土日・祝日含む)

ワクチン接種に関する問い合わせ先

感染予防対策を継続していただくようお願いします。

↑QRコード

ホームページから最新情報を
ご確認ください。

３ ワクチン接種を受ける
接種費用

(全額公費) 無料

＜WEB予約支援窓口＞

市役所・各総合支所等にWEB予約操作をお手伝いする予約支援窓口を開設します。

窓口開設期間 開設時間 会場

11月5日(土曜)～11月7日(月曜) 8時30分～17時

市役所2階くるみホール
田主丸総合支所
北野生涯学習センター別館
城島総合支所
三潴総合支所

市公式LINE
QRコード↓


