
新型コロナワクチン接種のお知らせ坂井市

ワクチンの種類

10月発行

坂井市集団接種の日程

※障がいがある人や体が不自由な人で会場
での支援が必要な場合は予約時にお申し
付けください。

※国の動向や災害等、やむを得ない事情に
より日程が変更となる場合があります。

対 象 者

➎の対象者で接種券が届いた人

実 施 会 場

みくに市民センター

霞の郷

春江中コミュニティセンター

いねす

予 約 方 法

■予約サイト：https://vc.liny.jp/2471

■電話： 0120-567-607（受付：9時～17時）

実 施 日 程（ 各日13時～17時（受付は16:30まで））

10月22日(土) 10月23日(日)

10月29日(土) 10月30日(日)

11月 5日(土) 11月 6日(日)

11月12日(土) 11月13日(日)

11月19日(土) 11月20日(日)

11月26日(土) 11月27日(日)

➊ファイザー社の従来株小児用ワクチン
➋ファイザー社の従来株ワクチン
➌モデルナ社の従来株ワクチン
➍武田社（ノババックス）ワクチン ※従来株

➎ファイザー社のオミクロン株対応ワクチン
➏モデルナ社のオミクロン株対応ワクチン

※➍はmRNAワクチンへの副反応が強く出る
18歳以上の人のみ3回目に使用できます。

◎オミクロン株対応ワクチンについて◎

・オミクロン株対応ワクチン(➎ ➏)は、2回接種が完了した人に対し、1人1回接種します。

・3～5回目は前回の接種日から5か月空けます。なお、この接種間隔は今後短縮される予定です。

・9月以前に手元に届いた接種券もそのままご使用いただけます。

ワクチンの種類 ファイザー社製オミクロン株対応ワクチン（上記➎）

※ワクチン接種は強制ではありません。

※コロナワクチンの接種は無料であり、
実施期間は令和5年3月31日までです。

対象者 回数 ワクチンの種類

5～11歳 1・2・3回目 ➊

12～17歳
1・2回目 ➋ ➌ ➍
3・4回目 ➎

18歳以上
1・2回目 ➋ ➌ ➍
3～5回目 ➎ ➏

インフルエンザの予防接種と同時に接種できます

新型コロナワクチンとインフルエンザワ
クチンは同時に接種できるようになりま
した。接種間隔の制限はありません。
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※令和4年9月30日時点の情報です。
最新情報は市コールセンターや市
ホームページで随時お知らせします。
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アオッサ等の
県営会場は
こちらから
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以外
コロナ 2週間

同じ日や
翌日であっても

接種可能

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチ
ン以外のワクチンは同時に接種できません。
接種の前後は2週間以上の間隔が必要です。



■お問い合わせ 坂井市新型コロナワクチン接種コールセンター

電話番号：０１２０ -５６７ -６０７ FAX番号：66-1650
メール：corona.vaccine@sakai-call.com

開設時間：平日9時から17時
（10/17からは土日も開設）

医療機関名 予約方法 予約受付時間/予約サイトURL 備考

三
国

大嶋医院 窓口/電話：82-6677 月～水・金：8:00～18:00 木・土：8:00～12:00

こしの医院 窓口/電話：81-6655
月～水・金：9:00～12:00、14:00～17:00
土：9:00～17:00

坂井市立三国病院
電話：0120-567-607
ネット：右欄

電話予約：平日：9:00～17:00
URL：https://g182109.vc.liny.jp/top

小児用(➊) も取り扱う

西野医院 窓口/電話：82-1392
平日：8:30～12:00、18:00～20:00
土曜：8:30～12:00

藤井医院
窓口/LINE：右欄/
電話：82-1113 月～木：8:30～17:30 金・土：8:30～12:00

まつもと耳鼻咽喉科
クリニック

電話：81-8733
月～水・金 ：8:30～12:00、14:00～18:30
木：8:30～12:00 土：8:30～12:00、14:00～17:00

宮﨑病院 電話：82-1002 月～土：9:00～12:00
・従来型ファイザー(➋)とノババッ
クス(➍) も取り扱う

・妊婦の受け入れ不可

向坂内科医院 窓口/電話：81-2255
月～水・金：9:00～12:00、15:00～17:00
木・土：9:00～12:00

高校生以下は親の同伴が必要

丸
岡

東外科医院 電話：66-2228 月～水・金：8:30～18:00 木・土：8:30～12:00

伊藤クリニック 電話：66-1251
月～水・金：11:00～12:00、16:00～18:00
木・土：11:00～12:00

キムクリニック 窓口/電話：67-3000
電話予約：月〜水・金：14:00〜18:00
窓口予約：診療時間内

ささはら整形外科 窓口/電話：68-1211 月・火・木・金：9:00～17:00 水・土：9:00～12:00

つちだ小児科（★） ネット URL：http://paa.jp/clinic/1187/
・小児用(➊)のみ取り扱う
・5歳～11歳のみ受け入れ

都筑眼科医院（★） 窓口/電話：66-0337 月～水・金：9:00～17:00 土：9:00～15:00 かかりつけ患者のみ受け入れ

つばさ内科クリニック 電話：63-5232 月・火・木・金：9:00～17:00 水・土：9:00～12:00

中瀬整形外科医院 窓口/電話：67-3777 電話予約：平日：15:00～17:00
窓口予約：平日：9:00～17:00 土曜：9:00～11:00

ヒガシ内科医院 窓口予約のみ
月～水・金：10:00～11:30、15:00～17:00
木・土：10:00～11:30

福岡内科クリニック 窓口/電話：67-7111 月・火・木・金：9:00～17:00 水・土：9:00～12:00 ノババックス(➍)も取り扱う

藤田神経内科病院（★） 電話：67-1120 月～土：9:00～16:00
・従来型ファイザー(➋)も取り扱う
・1・2回目は30歳以上のみ対象
・3回目以降は56歳以上のみ対象

本多耳鼻科クリニック 窓口/電話：68-1233 月～土：10:30～13:00

松井クリニック 電話：66-8380
平日：9:00～12:00、15:00～18:00
土曜：9:00～12:00

春
江

大野内科消化器科医院 電話：51-8170 月～水・金：10:00～17:00 木・土：9:00～12:30

春日レディスクリニック 電話：51-6080 月～水・金：9:00～17:00 木：9:00～12:00 小児用(➊)も取り扱う

キンダークリニック
きかわ小児科

電話：58-0033
月～水・金：8:30～12:00、15:00～18:00
木・土：8:30～11:00

小児用(➊)も取り扱う

春江病院
ネットURL：https://covid19.select-type.com/

rsv/?id=zTtpALFtEw8&c_id=183374 従来型ファイザー(➋)も取り扱う

はるそら内科クリニック
（★）

電話：50-6326
月・水・金：9:00～12:00、14:00～17:00
火・木・土：9:00～12:00

かかりつけ患者のみ受け入れ

クリニックはるさか 窓口/電話：58-0180 平日：9:00～17:00

坂
井

岩井病院坂井診療所 窓口/電話：67-0801
月・水：17:30～19:30 木：14:00～16:00
土：16:00～17:30

ともだクリニック（★） 電話：66-6161
月～水・金：10:00～12:00、14:00～15:00
土：10:00～12:00

かかりつけ患者のみ受け入れ

野村医院（★） 電話：72-1839 月～水・金：9:00～17:00 木・土：9:00～12:00 かかりつけ患者のみ受け入れ

森瀬クリニック（★） 窓口予約のみ
月～水・金：9:00～12:15、15:00～18:30
木：9:00～12:15 土：9:00～10:30

毎月通院されている再診の人の
み受け入れ

コロナワクチン接種を実施する市内医療機関一覧（R4.9.30時点）

・接種には事前予約が必要です。接種券がお手元に届いてから直接各医療機関に予約してください。
・(★)のついている医療機関は、備考欄の予約対象者に注意してください。
・各医療機関で取扱うワクチンはファイザー社のオミクロン株対応ワクチン(➎)です（つちだ小児科を除く）。
➎以外のワクチンを取り扱っている医療機関は備考欄でご確認ください。


