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　５月22日現在、17の市内医療機関では約6,400人、集団接種は約2,800人の予約を
受け付け、既にワクチン接種を開始しています。予約の段階ではコールセンターの混雑
などがあり、つながりにくい中、何度もかけ直し、電話料金の負担を生じさせてしまう
など、皆さまにご不便をおかけしました。現在、コールセンターは受付台数を増やし、
対応しています。あらためて、ご迷惑をおかけしたことを心よりお詫びします。
　この度、政府から「高齢者の接種を７月中に完了させる」との方針が示されました。
市は、当初、８月以降に接種を完了する計画としていましたが、この方針に沿って計画
を見直し、７月末までに接種していただけるよう取り組んでいます。
　その実現のため、かかりつけ医での接種においては、接種可能な人数を増やしていた
だけるよう、釜石医師会を通じてお願いしています。
　かかりつけ医での接種を希望される方は６-７ページで予約受付状況をご確認くださ
い。また、既にかかりつけ医が予約受付を終了している場合は、ぜひ集団接種をご検討
ください。
　集団接種においては、毎週日曜日に開催していますが、今後は土曜日も開催し、接種
者を増やします。既に集団接種会場での予約が、８月以降となっている方には調整して
７月中に接種できるよう市からご案内します。集団接種について、詳しくは２-３ペー
ジをご確認ください。
　なお、接種の進捗状況によっては、平日にも集団接種を行う場合があります。その場
合は、市の広報やホームページでお知らせします。
　集団接種でキャンセルにより、ワクチンに余りが生じた場合は、当面、集団接種の運
営スタッフに接種します。また、運営スタッフで対応できない状況となった場合は、集
団接種の予約者の内、最も遅い接種日となっている方に事前に連絡し接種しますのであ
らかじめご理解願います。
　今回のワクチン接種には、釜石医師会および各医療機関の皆さま、医療関係者の皆さ
まに多大なご協力をいただいています。心より感謝申し上げます。
　かかりつけ医、集団接種会場とも、７月中に２回目の接種を終えるようにしていきま
すので、予約がお済みでない方は、早めに予約していただきますようお願いします。

釜石市新型コロナウイルス感染症対策本部
本部長　釜石市長　　野　田　武　則

新型コロナワクチン接種の重要なお知らせです
高齢者のいる世帯の方は、この資料を抜き取り接種完了まで確認・保管されるようお願いします

新型コロナワクチンの接種方針を見直します
①７月末までの接種完了を目指します　　②土曜日も集団接種会場を開設します
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新型コロナワクチンの予約・接種実施状況（５月22日現在）

予約状況（施設入居者および入院患者を除く）

区　分 予定数 予約済数 予約率

個別接種 7,002人 6,444人 92.0％

集団接種 5,647人 2,771人 49.0％

計 12,649人 9,215人 72.9％

接種実施状況（対象高齢者数　13,346人）
接種区分 １回接種済 ２回接種済 接種開始時期

施設入所 430人 254人 ４月19日〜

入院患者 195人 0人 ５月  3日〜

個別接種 624人 0人 ５月10日〜

集団接種 130人 0人 ５月16日〜

接種済者の割合 10.3％ 1.9％

「集団接種会場」 で接種する場合

　市内にかかりつけの医療機関がない場合や、仕事の都合で平日に休めない人は
「集団接種会場」でのワクチン接種をご利用ください。

●集団接種の会場は、イオンタウン釜石の３階にある催事スペースです
　※会場案内図を３ページに掲載しています

●接種時間　９時30分〜11時30分　13時30分〜15時30分

事前にコールセンターでの予約が必要です。予約のキャンセルもコール
センターへお願いします。

○「コールセンター」での予約の受付について
　【電話番号】019-606-8055
　【受付時間】月曜日〜金曜日（祝日を除く）９時〜17時

○  接種当日のキャンセルは、市新型コロナワクチン接種推進室へ（☎22-4567）

ワクチン接種について

集団接種会場は イオンタウン釜石３階 です

釜石市
新型コロナワクチン

集団接種会場

イオンタウン釜石３階
（港町２-１-１） 

●開設日
 ５月16日㈰から８月１
日㈰の毎週日曜日
６月５日㈯から７月10
日㈯までの毎週土曜日
●時間
 ９時30分〜11時30分
13時30分〜15時30分

集団接種会場案内図

ワクチン集団接種開設日一覧
（計画見直し後５月24日時点）

開設
日数

のべ24日間（１回目接種日と２回目接種日）
日曜日（18日間）・土曜日（６日間）

１回目接種日 左記の接種者
２回目接種日

５月16日㈰　終了 ６月  6日㈰
５月23日㈰　終了 ６月13日㈰
５月30日㈰ ６月20日㈰
６月  5日㈯ ６月26日㈯
６月  6日㈰ ６月27日㈰
６月12日㈯ ７月  3日㈯
６月13日㈰ ７月  4日㈰
６月19日㈯ ７月10日㈯
６月20日㈰ ７月11日㈰
６月27日㈰ ７月18日㈰
７月  4日㈰ ７月25日㈰
７月11日㈰ ８月  1日㈰

※ 集団接種の予約が８月以降となってい
る人など、７月中に２回目の接種を完了
できない人には、７月までに接種完了で
きるよう調整し、市から連絡します

※ 今回、接種人数を増やすように土曜日を
追加しましたが、今後の状況に応じて、
さらに平日の接種を行なえるよう検討
します。その場合は、改めて市のホーム
ページの他、広報かまいしでお知らせし
ます
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　次の３地区については、専用バスを運行し集団接種会場までの移動を支援します。２回目までの円滑
な接種にご活用ください。２回目の接種予約とバスの予約は、接種会場で受け付けます。

バスは予約制です。コールセンターへのワクチン接種の予約の際にお申し込みください。
コールセンター　☎019-606-8055
受付時間　９時〜17時　月〜金曜日（祝日を除く）※一般相談も受け付けます
・送迎バスの乗車には「接種券」が必要です。乗車の際、運転手に見せてください
・運行時間は目安です。時間に余裕を持って安全な場所でお待ちください
・黄色のバスが見えたら、大きく手を振って合図してください
・新型コロナウイルス感染対策のため、予約制で乗車定員の約半数で運行します

❶ 栗橋方面
主な停車場所 時　刻

中村   9：05 13：05
栗橋地区生活応援センター   9：10 13：10
どんぐり広場   9：15 13：15
早栃   9：18 13：18
上栗林   9：22 13：22
沢田   9：25 13：25
砂子畑   9：28 13：28
田郷   9：32 13：32
日ノ神   9：34 13：34

⬇ 直行 ⬇
イオンタウン釜石 10：00 14：00

ワクチン接種
イオンタウン釜石 11：30 15：30
日ノ神 11：56 15：56
砂子畑 12：02 16：02
どんぐり広場 12：15 16：12
中村 12：25 16：25

❷ 箱崎・桑の浜方面
主な停車場所 時　刻

箱崎白浜バス停跡地付近   9：45 13：45
箱崎簡易郵便局前   9：55 13：55
庵寺入口付近   9：57 13：57
民宿前川付近 10：00 14：00
桑の浜 10：10 14：10

⬇ 直行 ⬇
イオンタウン釜石 10：30 14：30

ワクチン接種
イオンタウン釜石 12：00 16：00
桑の浜 12：20 16：20
箱崎白浜バス停跡地付近 12：45 16：45

遠隔地にお住まいの方の集団接種会場までの移動を支援します

６月６日㈰・27日㈰ 運行予定表

６月13日㈰・７月４日㈰ 運行予定表

６月20日㈰・７月11日㈰ 運行予定表

予約
方法

乗車
方法

❸ 唐丹荒川方面
主な停車場所 時　刻

荒川集会所   9：22 13：22
荒川   9：26 13：26
唐丹駅前   9：28 13：28
小白浜   9：29 13：29
北小白浜   9：31 13：31
本郷石塚   9：34 13：34
花露辺バス停   9：37 13：37
花露辺復興住宅   9：38 13：38
花露辺復興公園   9：39 13：39
本郷   9：42 13：42
本郷火の見やぐら   9：43 13：43
本郷復興住宅   9：44 13：44
本郷入口   9：46 13：46

⬇ 直行 ⬇
イオンタウン釜石 10：00 14：00

ワクチン接種
イオンタウン釜石 11：30 15：30
本郷入口 11：44 15：44
本郷 11：48 15：48
小白浜 12：01 16：01
荒川集会所 12：08 16：08

❻ 大橋方面
主な停車場所 時　刻

大橋駅前   9：25 13：25
唄貝   9：30 13：30
大松   9：33 13：33
砂子   9：35 13：35
洞泉駅前   9：37 13：37
上洞泉   9：38 13：38
下洞泉   9：39 13：39
関沢   9：40 13：40

⬇ 直行 ⬇
イオンタウン釜石 10：00 14：00

ワクチン接種
イオンタウン釜石 11：30 15：30
関沢 11：50 15：50
洞泉駅前 11：53 15：53
大橋駅前 12：05 16：05

❹ 唐丹大石方面
主な停車場所 時　刻

大石   8：20 12：20
荒川   8：36 12：36
唐丹駅前   8：38 12：38
山谷   8：51 12：51
川目仮設   9：01 13：01
唐丹地区生活応援センター前   9：05 13：05
唐丹小中学校前   9：06 13：06
唐丹漁協前   9：07 13：07

⬇ 直行 ⬇
イオンタウン釜石  9：30 13：30

ワクチン接種
イオンタウン釜石 11：00 15：00
唐丹漁協前 11：23 15：23
唐丹地区生活応援センター前 11：25 15：25
山谷 11：39 15：39
大石 12：10 16：10

❺ 尾崎白浜・佐須方面
主な停車場所 時　刻

佐須   9：50 13：50
尾崎白浜集会所   9：54 13：54
尾崎白浜   9：55 13：55

⬇ 直行 ⬇
イオンタウン釜石 10：30 14：30

ワクチン接種
イオンタウン釜石 12：00 16：00
尾崎白浜 12：35 16：35
佐須 12：40 16：40

❼ 大畑団地方面
主な停車場所 時　刻

大畑団地鉄塔 10：10 14：10
⬇ 直行 ⬇

イオンタウン釜石 10：30 14：30
ワクチン接種

イオンタウン釜石 12：00 16：00
大畑団地鉄塔 12：20 16：20

イオンタウン釜石の乗降場所は、ホー
ムセンター側です。大町広場側には停
車しませんのでご注意ください。帰り
は乗車した場所で降車できます。

イオンタウン釜石の乗降場所は、ホー
ムセンター側です。大町広場側には停
車しませんのでご注意ください。帰り
は乗車した場所で降車できます。

イオンタウン釜石の乗降場所は、ホー
ムセンター側です。大町広場側には停
車しませんのでご注意ください。帰り
は乗車した場所で降車できます。

注意事項

予診票に必要な事項を記入します。
・ あらかじめ予診票１枚に、住所、氏名、電話番号、生年月日、質問事項への回答などを記入し、

接種当日に忘れずにお持ちください
※体温は、接種する日に自宅で検温し記入しましょう

・ 接種券、記入済みの予診票、身分証明書、お薬手帳（持っている人）
をお持ちください

・ 接種券を忘れた場合には、予約をしていても接種できません。忘れず
にお持ちください

・ ワクチンは肩に接種します。肩を出しやすい服を着てご来場ください

接種する日までに準備してください

予約した日に会場で接種します
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「かかりつけ医」 で接種する場合

　持病があるなど、ワクチンの接種に不安のある方は、事前に、かかりつけ医療機関
に相談してください。
・ワクチン接種は、事前の予約が必要です
・各医療機関によって予約方法が異なりますので、ご注意ください
・ 既に受付終了した医療機関がありますが、受け付けを継続している医療機関もありますので、次の表
を参考にできるだけ早く予約してください

●ワクチンを接種できる医療機関の予約方法と予約状況は、次のとおりです

かかりつけ医療機関の受付状況・予約方法について

 医療機関の予約等の情報 （令和３年５月20日現在）

医療機関 予約受付
対象者

予約受付
状況

電話
予約

来院
予約

接種
開始日

詳細
※ 1日当たりの接種人数は、
1回目接種の人数

岩手県立釜石病院
☎25-2011

原則当院で定期
的に診察を受け
ている患者様

受付終了 5／24
㈪

国立病院機構
釜石病院
☎23-7111

原則当院で診察
を受けたことが
ある患者様

予約継続 ○ × 5／17
㈪ 月〜金曜日　6人／日

せいてつ記念病院
☎23-2030
（内線218）

原則当院（内科）
で定期的に診察
を受けている患
者様

受付終了 5／17
㈪

釜石のぞみ病院
☎31-2300 予約継続 × ○ 5／24

㈪ 月〜金曜日　30人／日

釜石厚生病院
☎23-5105 受付終了 5／28

㈮

釜石しょうけい
クリニック
☎27-8571

予約継続 ○ ○ 5／10
㈪ 月〜金曜日　24人／日

神林医院
☎23-6635

原則当院で定期
的に診察を受け
ている患者様

予約継続 × ○ 5／11
㈫ 火〜金曜日　10人／日

小笠原内科
クリニック
☎25-2580

原則当院で定期
的に診察を受け
ている患者様

受付終了 5／10
㈪

医療機関 予約受付
対象者

予約受付
状況

電話
予約

来院
予約

接種
開始日

詳細
※ 1日当たりの接種人数は、
1回目接種の人数

小泉医院
☎23-5157

原則当院で定期
的に診察を受け
ている患者様

予約継続 × ○ 5／10
㈪

月・火・木曜日
15人／日
土曜日　不定期

釜石ファミリー
クリニック
☎31-1616

原則当院で定期
的に診察を受け
ている患者様

6／1㈫〜
予約開始 ○ ○ 6／2

㈬
月〜木曜日　12人／日
金曜日　24人／日

釜石整形外科
クリニック
☎31-1881

原則当院で定期
的に診察を受け
ている患者様

検討中 × ○ 5／27
㈭ 木曜日のみ　6人／日

庄子医院
☎22-3677 受付終了 5／10

㈪

平野内科医院
☎22-1273

原則当院で定期
的に診察を受け
ている患者様

受付終了 5／14
㈮

藤井クリニック
☎27-8857

原則当院で定期
的に診察を受け
ている患者様

受付終了 6／2
㈬

堀耳鼻咽喉科眼科
医院
☎22-1005

予約継続 ○ ○ 5／10
㈪

月〜金曜日
12〜24人／日

かまいしベイ眼科
クリニック
☎27-7311

原則当院で定期
的に診察を受け
ている患者様

受付終了 5／11
㈫

はまと神経内科
クリニック
☎29-1212

原則当院で定期
的に診察を受け
ている患者様

受付終了 5／27
㈭

身体的な理由などから集団接種が困難な場合は、個別接種できる医療機関を調整します
ので、次の連絡先にご相談ください。
市健康推進課 新型コロナワクチン接種推進室　☎22-0179（課代表）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎22-4567　☎22-4568（推進室直通）

市内医療機関の予約などの予約受付状況

※ 各医療機関は、予約者についてできる限り７月中に接種を終えられるように接種件数を増やすなどの
対応を進めています
　 （対応可能な医療機関は、既に８月以降に予約した方に、７月中に接種する案内がそれぞれの医療機
関からあります）
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8ページから1ページは新型コロナワクチン接種についての大切なお知らせです
抜き取って大切に保管してください

相談窓口

新型コロナワクチンについて、皆さんに知っていただきたいこと

　接種券を紛失した、接種券が届かないなどの場合は、再発行できますので市新型コロナワクチン
接種推進室へご連絡ください。

連絡先　☎22-4567　☎22-4568（市新型コロナワクチン接種推進室）

接種券を紛失した場合・接種券が届かない場合

　ワクチン接種には、接種によって得られる効果と副反応のリスクの両方があり
ます。正しく理解した上で、接種の判断をしましょう。

⃝ 一般的な相談は、市の新型コロナワクチン接種コールセンター（☎019-606-8055）
にご相談ご連絡ください。
⃝ 医学的な知見が必要な専門的な相談は、岩手県新型コロナワクチン専門相談コール
センター（☎0120-895-670）にご相談ください。
　その他、コロナワクチンの接種に関して困りごとがある場合は、市の窓口にお問い
合わせ下さい。

市健康推進課 新型コロナワクチン接種推進室
☎22-0179（課代表）
☎22-4567（推進室直通）
☎22-4568（　　〃　　）

ワクチンの副反応について
　接種後は、接種部位の腫れ、痛み、疲労、頭痛などの「副反応」が起こる可能性がありますが、大部分は
数日間で回復します。
　治療が必要となったり、障がいが残るほどの重篤な副反応は稀ですがゼロではありません。海外では、稀
な頻度でアナフィラキシー（急性のアレルギー反応）が発生したことが報告されています。
　もし、アナフィラキシーが起きたときには、接種会場や医療機関ですぐに治療を受けていただけます。
　また、接種後、副反応と思われる体調不良があった場合は、お近くの医療機関やかかりつけ医にご相談く
ださい。

接種を受けることができない方や注意が必要な人
○ 明らかに発熱をしている人、重い急性疾患にかかっている人、ファイザー社のワクチンの成分に対して過
敏症の既往歴がある人については、接種を受けることができません。
○ 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人や、過去に予防接種を受けて、接種２日
以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人、過去にけいれんを起こしたことが
ある人などは、接種にあたって注意が必要です。
◎心配な人は、かかりつけ医にご相談ください。

接種当日の注意事項
　接種前に、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、接種予
定の医療機関またはコールセンターにご連絡ください。集団接種の当日のキャンセルは、市新型コロナワク
チン接種推進室へ連絡をお願いします。（☎22-4567）


