
新型コロナワクチン接種のお知らせ坂井市

6月22日発行 接種は強制ではなく、ご本人の意思に基づき受けていただくものです。周りの人などに接種を
強制することや、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いします。

※上記の日程は、接種希望者数によって実施しない場合があります。
※障がいがある人や体が不自由な人で集団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。
※12歳～17歳が3回目に接種できるワクチンはファイザーのみです。（市内医療機関や福井県接種会場で実施）

日にち

7月24日（日）

7月30日（土）

8月 7日（日）

8月20日（土）

8月28日（日）

3回目・4回目接種を希望する人
を対象とした集団接種を実施し
ます。

接種してから効果が最大になる
まで1～2週間程かかります。親
族が集まるお盆前や、夏休み期
間中に接種できるこの機会をぜ
ひご活用ください。

会 場 春江中コミュニティセンター

時 間 13時～17時（受付は16時30分まで）

対象者 18歳以上（前回接種から5か月以上経過した人）

ワクチン モデルナ

予約方法
■予約サイト：https://vc.liny.jp/2471

■電話：0120-567-607（通話料無料）

受付時間：平日9時から17時まで

日にち 7月1日(金)・2日(土)・4日(月)・5日(火)・6日(水)

会 場 坂井市役所本庁 多目的棟３階 大ホール

時 間 19時～20時30分（受付は20時まで）

対象者 18歳以上（2回目接種から6か月以上経過した人）

ワクチン 武田社ワクチン（ノババックス）

予約方法
■予約サイト：https://vc.liny.jp/2471

■電話：0120-567-607（通話料無料）

受付時間：平日9時から17時まで（接種当日は20時まで）

3回目を希望する人を対象に、市役所本庁
において、国内製造の武田社の新型コロナ
ワクチン（ノババックス）を用いて、夜間
接種を実施します。

ノババックスは今までの新型コロナワクチ
ンとは異なり、従来のワクチンと同様の方
法で製造されています。また、発熱などの
副反応の発生頻度が低いといわれています。

仕事や学校の都合で日中に接種が難しい人
等の積極的なご利用をお待ちしています。

３・４回目接種の集団接種を実施します（モデルナワクチンを使用）

１・２回目接種を実施している会場

20代・30代の若い人でも、ウイルスに感染すると重症化したり後遺症が残ったりすることがあります。

坂
井
市
HP

無料でワクチンを接種できるのは9月30日まで！

自分や家族、友人や大切な人を守るため、
お早めの接種をご検討ください。

３回目接種の夜間 接種を実施します（ノババックスワクチンを使用）

予
約
サ
イ
ト

5歳～11歳 12歳～17歳 18歳以上

小児用
ファイザー

◆市立三国病院
◆つちだ小児科
◆春日ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ
◆福井県接種会場

ファイザー
◆宮﨑病院
◆藤田神経内科病院
◆春江病院

ファイザー
◆宮﨑病院
◆藤田神経内科病院
◆春江病院

モデルナ ◆福井県接種会場 モデルナ
◆福井県接種会場

ノババックス

アストラゼネカ
◆福井県に相談

☎0776-20-0770

※令和4年6月10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。

福井県接種会場に
ついての詳細・予約
（県HP）

※接種当日、空きがある場合は予約をしていなくても接種できます。必ずお電話でご確認ください。

※現時点では、10月以降の接種の方針は示されていません。



地区 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

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

LINEでも予約を受け付
けています

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 妊婦接種不可

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

鷲田医院 窓口/電話：82-1230 平日：9:00～12:00、15:00～17:30
土曜：9:00～12:00

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/

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

藤田神経内科病院 電話：67-1120 月～土：9:00～16:00
予約状況は茜会ホーム
ページで確認可能

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

7月から接種開始

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

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

春江病院 ネット URL：https://covid19.select-type.com/rsv/?id=zTtpALFtEw8&c_id=183374

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
土曜：10:00～12:00

かかりつけ患者のみ受け
入れ。木曜は電話不可

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

■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：0776-66-1650
メール：corona.vaccine@sakai-call.com

開設時間：平日9時から17時

坂井市立
三国病院
予約サイト

つちだ小児科
予約サイト

春江病院
予約サイト

藤井医院
LINE登録

新型コロナワクチン接種 （★）：備考欄の予約対象者に注意

：1・2回目接種も実施

：5～11歳の接種も実施

1・2

小児

3・4回目を実施する市内医療機関
・令和４年6月10日時点の状況です。最新状況は市ホームページや市コールセン
ター（☎ 0120-567-607）にご確認ください。

・6・7月中のワクチンはファイザー社製です。8月以降のワクチンの種類は未定です。
・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。

1・2

1・2

1・2

小児

小児

小児


