
曜日 時 間 地区
（１回目） 4月25日 午 後
（２回目） 5月16日 午前・午後
（１回目） 5月2日 午 後
（２回目） 5月23日 午前・午後
（１回目） 5月8日
（２回目） 5月29日
（１回目） 5月9日
（２回目） 5月30日
（１回目） 5月15日
（２回目） 6月5日
（１回目） 5月16日
（２回目） 6月6日
（１回目） 5月22日
（２回目） 6月12日
（１回目） 5月23日
（２回目） 6月13日
（１回目） 6月6日
（２回目） 6月27日
（１回目） 6月13日
（２回目） 7月4日
（１回目） 6月19日
（２回目） 7月10日
（１回目） 6月20日
（２回目） 7月11日
（１回目） 6月26日
（２回目） 7月17日
（１回目） 6月27日
（２回目） 7月18日
（１回目） 7月3日
（２回目） 7月24日

　　＊完全予約制になります。ご予約いただいた方以外の接種はできません。また、ご予約

　　＊予約後に変更またはキャンセルされる場合は、必ずワクチン予約コールセンターまで

　　＊各会場とも駐車場には限りがあります。できるだけ乗り合わせでお越しください。

各支所発の
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高齢者新型コロナウイルス予防接種日程
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   新型コロナウイルス予防接種は、予約が必要です。別紙「高齢者コロナウイルス予防接種の
  ご案内」をご確認いただき、予約期間に申し込みをしてください。
   ご予約は２回分セットです。必ず２回とも来所できる日程をお選びください。

13 土 午 後

15 土 午 後 夜須②

野市⑨14 日 午前・午後

野市⑧ 市役所

12 日 午前・午後 香我美② 香我美市民館

11 土 午 後 野市⑦

9 日 午前・午後 野市⑤

10 日 午前・午後 野市⑥

8 日 午前・午後 野市④
青少年センター

市役所

7 土 午 後 夜須① 大峰の里

5 土 午 後 吉川①
防災コミュニ
ティセンター

6 日 午前・午後 野市③
青少年センター

4 日 午前・午後 香我美① 香我美市民館

3 土 午 後 赤岡① 赤岡保健センター

2 日 野市②

1 日 野市①

　　　時間より早く来場された場合、時間までお待ちいただきます。

　　　ご連絡ください。

　　　 香我美市民館は、香我美支所からシャトルバスが出ます。香我美支所駐車場も

　　　ご利用いただけます。

月 日 会 場 送 迎

香我美支所より
シャトルバスあり

市役所

大峰の里

市役所

香我美支所よりシャ
トルバスあり

申込必要



※バスを利用する場合は、事前にコールセンターへ予約をお願いします。

土曜日（午後のみ） ※下記以外の場所での乗車及び下車はできません。

バス①

バス②

バス③

日曜日

バス①

バス②

バス③

※バスのキャンセルは、健康対策課（0887-50-3011）まで連絡を
お願いします。（8：30～17：15　土日祝日除く）

高齢者新型コロナウイルス予防接種送迎バス運行案内

赤岡保健センター前

13：50 発
旧 吉川支所前

13：55 発

香南市役所

又は

県立青少年

センター

香我美支所前

14：50 発

夜須福祉センター前

14：50 発

旧 吉川支所前 赤岡保健センター前

15:00発

16:00発

16:00発

香我美支所前

夜須福祉センター前

赤岡保健センター前

9：20 発

13：50 発

旧 吉川支所前

9：25 発

13：55 発

香南市役所

又は

県立青少年

センター

香我美支所前

10：20 発

14：50 発

夜須福祉センター前

10：20 発

14：50 発

旧 吉川支所前 赤岡保健センター前

10:30発

15:00発

11:30発

16:00発

香我美支所前

夜須福祉センター前

11:30発

16:00発



■予約受付：令和３年４月１２日(月)～６月１５日(火) 　9：00～19：00（土日祝日除く）

■予約方法：電話（＊電話での申し込みが困難な方は健康対策課へご相談ください）

■接種回数・接種費用：3週間の間隔をあけて2回、　無料

■日時・会場：

  ＊午前・午後をお選びください。時間の指定はできません。
  ＊送迎バスをご利用される方は、ご予約時にバスの予約もお願いします。（別紙参照）
■対象者・・・・香南市に住民登録のある６５歳以上の方(S３２年4月1日以前生まれの方)

  ＊ 事前に別紙の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」をご確認いただき、

 ①  予約コールセンターへ希望日時を電話する。
 ②   日程空欄枠に予約した日時と場所を記入する。
 ③  予約した日時に⓵予防接種券・⓶予診票（事前
  にご記入ください）・⓷本人確認ができる書類
  を持って接種する。

 ＊事前に同封の「新型コロナワクチン予防接種に
  ついての説明書」をご確認ください。
 ＊ 接種日時等を変更・キャンセルする場合は、
  ワクチン予約コールセンターへ電話してください。

 

1回目：　月　　日（　）

2回目：　月　　日（　）

持病のある方、アレルギーのある方は、ワクチンを受けて良いか、必ずかかりつけ医に
ご相談ください。

 ＊予防接種券・予診票・本人確認書類の3点がなければ
  接種できません。

新型コロナウイルスワクチン接種の流れ

上腕への筋肉注射です。肩まで
 袖をまくることができる服装で
 お越しください。
接種時・接種後痛みがあります。
接種後１５分～３０分間は会場で

 様子をみてください。

【本人確認書類】 免許証、健康保険証、
マイナンバーカード、パスポート、年金手
帳、障害者手帳、病院等の診察券 等
必ず氏名・生年月日・住所の入ったものをお
持ちください。

別紙日程表をご参照ください。必ず２回分セットでの予約となります。

高齢者新型コロナウイルス予防接種のご案内 　　令和3年4月

香南市では、65歳以上の方の新型コロナウイルスワクチン集団接種を  予約制   で実施いたします。
希望される方はお申し込みください。

日　付 受 付 時 間 場  所

《予約以外の問い合わせ先》

香南市役所 健康対策課

電 話 0887-50-3011

8:30～19:00（土日祝日除く）

フリーダイヤル

０８００－２００－１７５５（ワクチン接種予約コールセンター）


