
接種費用

無料
（全額公費）

１

※接種前にご自宅で体温を測定し、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、予約した
　医療機関または霧島市コロナワクチンコールセンターにご連絡ください。

※ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて２回受ける必要があります。
　1回目を受けた際、次回接種の予約をお願いいたします。
※同封されたクーポン券は、２回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず
　台紙ごとお持ちください。

※肩を出しやすい服装でお越しください。

・クーポン券（このお知らせに同封されています）
・本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）

新型コロナワクチンは、医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方等から順次接種を開始する
予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。

接種可能な時期を確認する

※霧島市ホームページ、霧島市コロナワクチンコールセンターでもご確認いただけます。 

霧島市ホームページや霧島市コロナワクチンコールセンターで、
ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探しましょう。

２ 医療機関/接種会場を探す

ワクチンを受けたい医療機関/市が設ける会場によって予約方法が
異なりますので、詳しくは霧島市ホームページや霧島市コロナワクチン
コールセンターでご確認ください。

３ 予約して、ワクチンを受ける

霧島市コロナワクチンコールセンター

※高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。 
※少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次
　供給されます。安心してお待ちください。 

新型コロナワクチン
接種のお知らせ
ワクチン接種までの流れ

当日の
持ち物

0570-025-679
（平日 9：00～17：00）

「霧島市ホームページ」
QRコード※

詳しくは右の「霧島市ホームページ」をご確認ください。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの
登録商標です。

A462187霧島市
Kirishima-city



１．慢性の呼吸器の病気
２．慢性の心臓病（高血圧を含む。）
３．慢性の腎臓病
４．慢性の肝臓病（肝硬変等）

．５ インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
又は他の病気を併発している糖尿病

．６ 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）

　令和3年度中に65歳に達する方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）から接種を予定していますが、
そのなかでさらに時期を分けることもあります。

　基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかに
あてはまる方です（令和３年3月19日時点）。
１．以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

官邸 コロナ ワクチン 検 索

霧島市 コロナ ワクチン 検 索

ホームページをご覧になれない場合は、霧島市コロナワクチンコールセンターにご相談ください。

お問い合わせ先

霧島市 コロナワクチンコールセンター

または霧島市のホームページをご確認ください

（平日 9：00～17：00）0570-025-679

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報
については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

◎高齢者の接種開始

◎基礎疾患のある方とは

２．基準（BMI３０以上）を満たす肥満の方
※BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）
※BM I３０の目安：身長１７０ｃｍで体重８７ｋｇ、身長１６０ｃｍで体重７７ｋｇ 

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

　なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

◎住民票がある場所（住所地）以外での接種について

　現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、
ワクチンを受けるかどうかお考えください。

・ 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。
　霧島市ホームページや霧島市コロナワクチンコールセンターにお問い合わせください。

免疫の機能が低下する病気
（治療中の悪性腫瘍を含む。）
．7

ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
染色体異常
重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
睡眠時無呼吸症候群

．8
．9
．10
．11
．12
．13
．14

TEL

重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉
手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」
に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）



接種券と本人確認書類（運転免許証や健康保険証など） 

裏面の医療機関の中から選んでください。 

ご希望の医療機関に直接予約してください。 

医療機関に置いてある予診票に記入し、問診後に接種します。 

接種後は状態を観察する必要があります。

 

※接種の予約ができる時期は４月下旬以降を予定しています。また、集団接種が始めら

れるようになりましたら広報誌やホームページなどでお知らせします。 

詳しくは霧島市コロナワクチンコールセンター（電話番号：0570-025-679）まで 

お問い合わせください。 

※新型コロナワクチンの予防接種の前後に他の予防接種を行う場合は、原則として 

１３日以上の間隔をおく必要があります。 

 

電話番号：0570-025-679（受付時間：平日９時～17 時） 

FAX 番号：0995-55-1608（受付時間：平日９時～17 時） 

電話番号：099-833-3221（受付時間：10 時～17 時（土日･祝日を含む）） 

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

電話番号：0120-761-770（受付時間：９時～21 時（土日･祝日を含む）） 

 

 裏面あり 



　　　　 令和３年４月２日時点
地区 医療機関名 電話番号 医療機関住所 地区 医療機関名 電話番号 医療機関住所
霧
島

霧島杉安病院 57-1221 霧島田口2143 かわの小児科 42-8866 隼人町姫城一丁目119

原口耳鼻咽喉科 46-3333 国分中央一丁目21-31
吉玉リウマチ・内科
クリニック

42-2755 隼人町見次637-1

とくしげ耳鼻咽喉科 46-8133 国分中央一丁目26-19 ハートフル隼人病院 42-3121 隼人町住吉100

みはらクリニック 46-8202 国分中央一丁目25-15 八反田内科 43-0606 隼人町住吉1353-7

石塚内科・胃腸内科 45-0419 国分中央一丁目25-29 永田医院 42-3402 隼人町住吉1893

国分中央病院 45-3085 国分中央一丁目25-70 隼人脳神経外科 73-5353 隼人町小田2397-3

鵜木医院 45-0011 国分中央三丁目19-15 隼人尚愛会病院 43-2222 隼人町小田240

国分生協病院 45-4806 国分中央三丁目38-14 吉満内科クリニック 42-8880 隼人町松永3306-1

原口内科消化器科 46-2232 国分中央四丁目15-3
きりしま内科リハビ
リクリニック

64-2222 隼人町松永一丁目36

あんず東洋医学クリ
ニック

55-5058 国分中央四丁目17-25-2 たまいクリニック 42-7300 隼人町真孝111

国分脳神経外科クリ
ニック

64-0059 国分向花133-2 隼人クリニック 43-5511 隼人町真孝870-3

梶原内科 47-3363 国分向花165 松下病院 42-2121 隼人町真孝998

みみ・はな・のど
としクリニック

46-4987 国分広瀬一丁目12-18 はやと整形外科 43-6111 隼人町真孝1013

井料クリニック 46-9300 国分広瀬二丁目28-40 山下内科クリニック 43-0460 隼人町神宮一丁目20－19

国分なかむらクリ
ニック

45-3333 国分山下町18-13 浜崎医院 42-0349 隼人町東郷90

清水整形外科医院 47-3939 国分山下町1654-5 島田泌尿器科医院 42-7733 隼人町東郷一丁目296

協愛病院 45-6211 国分新町一丁目6-52-6
きくち内科・糖尿病
クリニック

55-1086 隼人町内932-1

国分外科胃腸科 47-2311 国分府中町13-23 たぐち内科医院 42-0320 隼人町内山田二丁目13－17

中川整形外科 48-5633 国分府中町33-17
森クリニック呼吸器
科内科

42-8111 隼人町内山田三丁目735

霧島記念病院 47-3100 国分福島一丁目5-19 永山医院 42-0109 隼人町姫城一丁目2

三輪クリニック 73-3138 国分福島三丁目40-18 隼人温泉病院 42-2151 隼人町姫城一丁目264-2

うえぞの内科クリ
ニック

48-6555 国分福島三丁目51-11
日当山温泉東洋医学
クリニック

43-3111 隼人町姫城三丁目86

帖佐クリニック 64-0711 国分福島三丁目5-20 霧島桜ヶ丘病院 78-3135 牧園町高千穂3617-98

はやし内科クリニッ
ク

47-7611 国分湊394-2 春田医院 76-0053 牧園町宿窪田2072

きたはらこどもクリ
ニック

64-0677 国分野口西19-31 大庭医院 76-1984 牧園町宿窪田941-1

ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱむろ内科 46-6611 国分野口西28-52 佐藤医院 59-2607 溝辺町有川327-2

田中内科消化器科 46-6123 国分下井601-1 徳永医院 58-2302 溝辺町麓608-13

かのう医院 46-9111 国分敷根1373-1 とくだクリニック 64-1717 溝辺町麓1503-1

牧之原診療所 56-2151 福山町福山5290-29 伊東内科クリニック 72-9088 横川町上ノ3390-16

八木クリニック 56-3000 福山町福山4516 林内科 72-1818 横川町中ノ238-1

福山病院 55-2221 福山町福山771

霧島市新型コロナウイルスワクチン高齢者向け優先接種実施医療機関一覧表

◎必ず事前に予約してから受診してください。
◎ワクチンの供給状況、各医療機関の接種体制により、予約の受け入れ状況が異なります。

福
山

国
分

横
川

溝
辺

牧
園

隼
人

☎　電話番号の市外局番は、全て『0995』です。



新型コロナワクチン接種券の送付について 

新型コロナワクチン接種券について、65歳以上の霧島市民の皆様に送付します。 

対象者は、令和 3年 3月 24日時点で霧島市に住民登録している人のうち、昭和 32年 4

月 1日以前に生まれた人になります。 

16 歳～64 歳の方には、国からのワクチン供給量を考慮しながら、準備が整い次第、接種

券を発送します。 

〇接種券は接種する時まで、なくさないように大切に保管してください。 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協

力により、市町村において実施することとされています。 

霧島市では、ワクチンの速やかな接種実施に向けて、国からの情報を収集し、県と連携しな

がら接種体制の整備を進めています。接種開始時期や接種場所などの詳細は、決まり次第、

広報誌やホームページなどでお知らせします。 

１．接種対象者・順番 

ワクチン接種は、現時点では 16歳以上の市民が対象となります。

ワクチンは国が全国民分を確保し、順次供給することになるため、感染時に重症化しやす

い人など一定の接種順位を決めて接種を行っていきます。現時点では、国が示す年齢・優

先順位に基づき、次のような順番でワクチン接種を受けていただく予定です。 

① 医療従事者等

② 65歳以上の高齢者（昭和 32年 4月 1日以前に生まれた方）

③ 16～64歳で基礎疾患のある方・高齢者施設等に従事されている方

④ 上記①～③以外の方（16歳以上）

２．ワクチンの接種時期 

ワクチン接種については、４月下旬以降開始予定です。

ワクチン接種には、事前に予約が必要です。

しかし、現在のところ、全国的にワクチンの供給量が限られており、霧島市へ配分されるワ

クチン量の見通しが立たないため、まだ予約を受け付けていません。

３．接種方法・接種場所 

原則として、住民票のある市町村で接種します。 

接種は、次の 2つの方法で実施予定です。 

①市内の医療機関（病院・診療所等）で行う「個別接種」



接種できる医療機関は、別紙の「霧島市新型コロナウイルスワクチン高齢者向け優先

接種実施医療機関一覧表」のとおりですが、まだ、予約はできません。 

予約は、４月下旬以降に、各医療機関に申し込んでください。 

②市が設置する特設会場で行う「集団接種」

（イオン隼人国分ショッピングセンターで、6月頃からの開始を予定しています。正式に 

決まり次第、広報誌やホームページなどでお知らせします。） 

４．接種回数・間隔 

1人 2回同じ種類のワクチンの接種が必要です。 

ファイザー社製のワクチンの場合、標準としては 1回目の接種から 3週間後に 2回目の 

接種を受けることになっています。 

５．接種の流れ 

 ※別紙の「ワクチン接種までの流れとお問い合わせ一覧」をご覧ください。 

・接種時に必要な物 

接種券（切り離さずに台紙ごと持参） 

本人確認書類（運転免許証、健康保険証など本人確認ができるもの） 

・肩を出しやすい服装でお越しください。 

・予診票については各医療機関に準備してあります。 

・接種券は接種済証として接種の確認に必要となります。2回接種完了後も大切に保管し 

てください。 

６．接種費用 

無料です。ワクチン接種には個人負担はありません。 

・ワクチン接種に便乗した不審電話など詐欺行為にご注意ください。 

保健所や市役所の職員がワクチン接種に関して金銭を要求することはありません。不審 

な電話などがあった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。 

７.その他

  ワクチン接種にあたって注意が必要な人など、ワクチン接種の注意事項については、別紙

の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」をご覧ください。 

ワクチン接種には、本人の同意が必要です。受ける方の同意なく、接種が行われることは

ありません。 

 ワクチンの効果と副反応のリスクについてご理解いただいたうえで、自らの意思で接種を受

けていただきます。何らかの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかり

つけ医等にご相談の上、ワクチン接種を受けるかどうかお考えください。 





















































太枠部分はすべて埋めて
ください。

当日朝の体温を記入して
ください。

上記をすべて読んだうえ
でサインしてください。

設問を読んで、該当する
項目にチェックをつけて
ください。

鹿児島 霧島
国分中央○丁目△番地

生協 太郎
0995
45 ○○○○

1 9 5 6 0 1 3 1       6 5

✔
✔

✔

✔

✔✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

生協 太郎2021 4 ○

要チェック！

要チェック！

クーポン券は貼らずに接種当
日に受付にお渡しください

わからない項目は接種当
日に受付にお尋ねくださ
い。

当院がかかりつけでない
方は必ず主治医へ接種し
ていいかご確認ください。

要チェック！


