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コロナ関連 

 

3回目予約方法 
▪ インターネット予約  

3 回目専用接種券を受け取り後、 

パソコンやスマートフォンから 

「接種予約サイト」にて予約。 
 

▪ 電話予約 

福岡市新型コロナワクチン接種コールセンター 

電話番号：092-260-8405 多言語対応可能 

受付時間：8：30～17：30（土日祝も実施） 

※耳が不自由な方など電話予約が難しい方の 

お問い合わせ専用FAX番号092-260-8406  

 

【公民館での予約サポート】 

市内公民館にて、スマホでのネット予約等を 

専門スタッフがサポートします！ 

令和4年2月28日までの月～土曜（祝日含む） 

お問い合わせは「公民館予約サポート案内」 

092-402-2483（8：30～17：30） 

 

ワクチンについて 
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新型コロナウイルスワクチン 3回目接種 

全ての方が「6か月間隔」で接種可能になりました 

接種予約サイト 

3回目接種の流れ 

①市からの 3 回目接種用の接種券とお知らせ

を受け取る 
 
②事前に予約する  

※3 回目専用接種券がないと予約できません 

※クルーズセンターでは予約なし接種可能 

（予約なし接種も接種券は必ず必要です） 
 

③接種会場に行ってワクチンの接種を受ける 

 

3回目接種対象者・接種時期・接種券 

2 回目接種から 6 か月が経過した、福岡市に 

住民登録のある 18 歳以上の方 

（外国人を含む） 

2 回目接種から 6 か月を迎える頃に順次発送 

 

3回目使用ワクチン 

ファイザー社製と武田/モデルナ社製を使用。 
 

３回目接種に使用するワクチンは、1・2 回目

の接種に用いたワクチンの種類に関わらず、

mRNA ワクチン（ファイザー社または武田/

モデルナ社のワクチン）を用いることとされて

おり、2 回目接種までと異なるワクチンを接種

する交互接種が認められています。 

例：1・2 回目ファイザー ⇒ 3 回目モデルナ 

 

3回目接種費用 
無料（全額公費） 

 

松野たかしホームページ 

https://www.komei.or.jp/km/matsuno/ 
 
追加接種の疑問を解説！ 

その効果や副反応は？ 

専門家の解説等をご紹介！ 
 

        小学校休校等対応助成金 

        臨時特別給付金 

        支援策等の情報を掲載！ 
感染症関連  

福岡市ホームページ 
（ワクチン接種について） 
 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松野たかしホームページ https://www.komei.or.jp/km/matsuno/ 

E-mail ： matsuno@komei-fukuokacity.net 

3回目接種場所  

◆地域のクリニック / ファイザー 

南区の接種実施機関はこちらから→ 
 
◆集団接種会場 / モデルナ 

 

・南体育館：11 時～17 時 

・中央ふ頭クルーズセンター： 

11 時～21 時（日曜日は 18 時まで） 

市役所から無料シャトルバス運行 

クルーズセンターのみ、予約なし接種が可能 

‣予約なし接種の受付時間は 11～17 時 

‣予約なし接種も必ず接種券が必要です 

・中央体育館：11 時～21 時 

※日曜日は、3 回目接種は実施しません 

・なみきスクエア：11 時～17 時 

・さざんぴあ博多：11 時～17 時 

・ももち体育館：11 時～17 時 

・城南体育館：11 時～17 時 

・さいとぴあ：11 時～17 時 
 

※集団接種会場にて、マイナンバーカードの申請

受付を行っています。 
 

※高齢者施設等への出張接種も実施します。 

 

 

 
 

接種対象者 5 歳から１１歳の小児 
 

使用ワクチン ファイザー社製小児用ワクチン

※3 週間の間隔をあけて 2 回接種。 
 

接種場所（小児専用会場、保護者同伴が必要） 

・市内の小児科 3 月以降順次開始 

・ももち体育館 3/6～ 日曜のみ 11～17 時 
 

接種券の発送 

基礎疾患等がある場合は、基礎疾患登録後、発送。 

それ以外の方には、年齢が上の方から順次発送。 
 
予約方法 

インターネット予約サイト 

またはコールセンター 

 

 福岡市新型コロナワクチン接種 

コールセンター 
 

福岡市のワクチン接種に関する問い合わせや相談 

電話番号：092-260-8405 多言語対応可能 

受付時間：8：30～17：30（土日祝も実施） 

※耳が不自由な方など、電話相談等が難しい方の 

お問い合わせ専用 FAX 番号：092-260-8406 

 

福岡県新型コロナウイルス 

ワクチン専用ダイヤル 
 

副反応等に係る専門的な相談に関する問い合わせ 

電話番号：0570-072972（ナビダイヤル） 

受付時間：９時～21 時（土日祝も実施） 

※外国語相談窓口 電話番号：092-687-4884 

受付時間：9～21 時（土日祝も実施） 

 

厚生労働省 

新型コロナワクチンコールセンター 
 

新型コロナワクチン施策の在り方等に関する 

問い合わせ 

電話番号：0120-761770（フリーダイヤル） 

多言語対応可能 

受付時間：９時～21 時（土日祝も実施） 

※タイ語及びベトナム語の受付時間は 

タイ語：９時～18 時 

ベトナム語：10 時～19 時 

 

福岡県ワクチン接種コールセンター 
 
予約方法、要件の問い合わせなど  

電話番号：092-477-7400 

受付時間：9 時～17 時（平日） 
 

緊急連絡先（当日キャンセルおよび変更） 

電話番号：080-3969-8894 

受付時間：17 時～18 時（平日） 

     13 時～18 時（休日） 

ワクチン接種に係る相談窓口 

 

南区のクリニック 
(2022.2.18 時点) 

 

5～11歳 小児接種について 

 
5～11 歳小児接種 

 

 

 
3 回目接種場所 

https://www.komei.or.jp/km/matsuno/


  
 

  

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

予防接種証明書の発行について 
【国内で使える接種証明書】 

・接種済証、接種記録書 

・二次元コード付き予防接種証明書（国内用） 

マイナンバーカードをお持ちの方は、 

新型コロナワクチン接種証明書アプリから。 

お持ちでない方は郵送申請を。 

 

※海外でも使える接種証明書や 

お問い合わせ等につきましては 

市ホームページをご確認ください。 

 

無症状者を対象とした無料検査を実施 

健康上の理由等によりワクチン 

未接種の方、感染不安を感じる 

県民の方を対象とした無料検査 

を実施しています。 

詳細は、福岡県ホームページを 

ご確認ください。 

 

 

 
 
発熱等の風邪の症状が見られるときは 

まず、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関

に電話で相談してください。 
 

相談する医療機関に迷う方、不安や気になるこ

とがある方は、新型コロナウイルス感染症相談

ダイヤルにご相談ください。 

 

福岡市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤ

ル（受診・相談センター） 

電話番号：092-711-4126（24 時間対応） 

FAX 番号： 092-406-5075 

 

外国人（通訳）専用ダイヤル 

電話番号：092-687-5357（24 時間対応） 

通訳が必要な方の専用ダイヤルです。 

（20 言語の通訳が可能） 

 

医療機関の受診の際は、マスクを着用し、公共

交通機関の利用を避けて受診してください。 

オンライン診療について 
【電話・オンライン診療手順】 

１．かかりたい医療機関が電話・         

オンライン診療を行っているかの 

確認を行う。 

2．事前予約を取る。 

保険証の情報など情報を伝えたうえで、予約。 

3．診療 

求められた個人情報を伝えて、本人確認を行

い、症状等の説明を行う。この際、対面での

診療が必要と勧められた場合、必ず医療機関

を受診する。 

4．薬の処方 

薬を出してもらう薬局を医療機関に伝え、診

察後、薬局に連絡する。薬局から、電話やオ

ンライン等で服薬指導の後、薬が配送される。 

（配送ではなく、薬局での受け取りが必要な

場合あり。） 
 

自宅療養のしおり 
自宅療養中の過ごし方や生活支援、緊急時の

対応及び連絡先等、自宅療養となった方が活

用できるように、まとめています。自宅療養

になられた方は、必ずご一読ください。 

また、ご家族に感染が疑われる場合、家庭内

でご注意いただきたいこともあわせてご覧く

ださい。 

 

 

 

 
 

 

 
 
住民税非課税世帯等臨時特別給付金 
住民税非課税世帯等に対して、1 世帯あたり

10 万円の現金を支給します。 
 
お問い合わせ先 

福岡市住民税非課税世帯等臨時特別給付金 

コールセンター 

電話番号：0120-018-092 

FAX 番号：050-3819-8041 

 
オンライン診療 

自宅療養のしおり 
 

予防接種証明書 

の発行について 

 

 

県ホームページ 
無料検査の実施 

について 

 

 

 

給付金・支援金等 

 
家庭内でご注意 
いただきたいこと 

受診相談・診療・療養について 



  
 

  

 

 

 

 

第 14・15期 福岡県感染拡大防止協力金 

県の要請に応じ、対象期間に営業時間短縮等を

行った事業者に対し給付します。 

【第 14 期 福岡県感染拡大防止協力金】 

要請期間：令和 4 年 1 月 24 日～2 月 20 日 

【第 15 期 福岡県感染拡大防止協力金】 

要請期間：令和 4 年 2 月 21 日～3 月 6 日 

お問い合わせ先 

福岡県感染拡大防止協力金 

コールセンター 

電話番号：0120-567-918 

 

支援金等申請サポート事業（延長） 

国、県、市の事業者向け支援制度の相談受付及

び申請手続き（申請書類の作成及び申請の代行

など）をサポート。対象支援制度の申請手続き

を、行政書士又は社会保険労務士に依頼した際

にかかる報酬の一部を市が助成します。 

お問い合わせ先 

申請サポートセンター 

電話番号：092-600-4928 

 

事業復活支援金 

お問い合わせ先 

事業復活支援金申請者専用相談窓口 

電話番号：0120-789-140 

（IP 電話：03-6834-7593） 

 

 

 
融資制度および国・県等の 
「事業者向け支援策」 
 
 

 
特別給付金や助成、貸付、 
相談窓口等 
「生活者への支援」 
 

松野たかしホームページ https://www.komei.or.jp/km/matsuno/ 

E-mail ： matsuno@komei-fukuokacity.net 
 

 

 
事業復活支援金 

 

子育て世帯への臨時特別給付金 

18 歳以下の児童を養育する世帯に児童一人に

つき 10 万円を支給します。 

お問い合わせ先 

子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター 

電話番号：092-401-1800 

FAX 番号：092-401-1803 

 

離婚によるひとり親世帯等への給付金 

「子育て世帯への臨時特別給付」の対象となる世

帯において、支給日までの離婚等（協議中も含む）

が原因で、現在児童を養育しているが、国の給付

金を受けとることができない人に対し、児童一人

当たり１０万円を支給します。 

お問い合わせ先 

子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター 

電話番号：092-401-1800 

FAX 番号：092-401-1803 

 

生活困窮者自立支援金（再支給） 

県社会福祉協議会が実施する特例貸付を受けた

世帯のうち、総合支援資金の再貸付が終了するな

どにより、さらなる貸付が利用できない世帯に対

して支援金を支給します。 

お問い合わせ先 

生活困窮者自立支援金コールセンター 

電話番号：0120-322-256 

 

傷病手当金（延長） 

福岡市国民健康保険に加入している被用者の方

で、感染し（または発熱等の症状があり、感染が

疑われ）、仕事を休んだ方に対して、事業主から

十分な給与等が受けられない場合に傷病手当金

が支給されます。 

申請・お問い合わせ先 

南区役所保険年金課給付係 

電話番号：092-559-5151 

FAX 番号：092-561-3444  
生活者への支援

 
福岡県感染拡大 
防止協力金 

 
事業者向け支援策 

 
支援金等申請 
サポート事業 

 
傷病手当金 

https://www.komei.or.jp/km/matsuno/

