
新型コロナワクチン４回目接種のお知らせ　１

※�接種対象外の人は、申請できません
※接種対象で接種を希望しない人は、申請不要です

※�お知らせのはがきには、４回目接種の対象となる詳しい条件が記載されてい
ます。18歳以上59歳以下で３回目接種から４カ月経過する人に送付します

新型コロナワクチン
新型コロナワクチン情報

　新型コロナワクチン３回目接種から５カ月経過した60歳
以上の人と、18歳以上で基礎疾患がある人、その他重症化
リスクが高いと医師が認める人を対象に４回目の接種を実施
しています。1～３回目の接種と同様に、医療機関での個別
接種の他、特設会場での集団接種も実施します。
【問】市新型コロナワクチンコールセンター☎0120-220-489
【広報ＩＤ】1037759

※６月21日時点の情報です

４回目接種のお知らせ

２ 接種方法

表　接種日と予約開始日時
接種日 インターネット・LINE・コールセンターの

予約開始日時
７月16日㈯・17日㈰ 受け付け中７月23日㈯・24日㈰
８月６日㈯・７日㈰ ７月18日㈪９時から９月３日㈯・４日㈰

地図　SGプラザの場所と駐車場

【駐車場】会場敷地内立体駐車場（約150台）

SGプラザ （青山四丁目46-15）※旧トライアル盛岡青山店

●無料シャトルバス
運行区間：盛岡駅西口１階�岩手県交通バス待機場⇔���������������
���������������　��会場前（30分おきに運行予定）

※乗り間違いにご注意ください
時刻表はこちら▶
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地図　盛岡タカヤアリーナの場所と駐車場

【駐車場】会場敷地内駐車場（約250台）
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【集団接種両会場での皆さんへのお願い】
・�会場には予約時間に来場するよう、ご協力お願いします
・�会場の駐車場は台数に限りがあります。無料シャトルバスや公共交通機関
の利用をお願いします。また会場の駐車場以外への駐車はご遠慮ください
・�タクシー助成券※を各集団接種会場で交付します。ぜひご活用ください
※上限1000円。接種後に発行される接種済証が必要

１  対象と予約
　までの流れ

【医療機関一覧】３・４ページをご覧ください
【予約方法】インターネット・L

ラ イ ン

INE・コールセンター・各医療機関
��※医療機関によって予約方法が異なります
【使用するワクチン】 ファイザー製または武田/モデルナ製
��※�１～３回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー製
または武田/モデルナ製のワクチンを使用します。

詳細は次の
ページから●医療機関での個別接種●医療機関での個別接種

【会場】SGプラザ・盛岡タカヤアリーナ
【予約開始・接種日】表のとおり
【予約方法】インターネット・LINE・コールセンター
【使用するワクチン】武田/モデルナ製※１～３回目に接種したワク
チンの種類に関わらず、同社製のワクチンを使用します。
※接種の案内が入った封筒一式を必ず持参してください

●集団接種●集団接種 ※３回目接種も受け付けています

接種券が届いた日から予約をとることができます。予約方法について詳しくは、次ぺージをご覧ください。

３回目接種から５カ月経過した18歳以上59歳以下で基礎疾
患がある人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人

お知らせのはがきが届く人

集団接種会場

（本宮五丁目４-１）
表　接種日と予約開始日時

接種日 インターネット・LINE・コールセンターの
予約開始日時

８月20日㈯・21日㈰ ７月18日㈪９時から

盛岡タカヤアリーナ
集団接種会場

お知らせのはがきで詳しい条件を確認の上、接種対象で接種を
希望する人は、コールセンターまたは市ホームページで接種券
の発行申請が必要です。

接種対象

申請後、接種券が届きます

接種券が届く人

３回目接種から５カ月経過した人で
①60歳以上
②18歳以上59歳以下の、
　・�身体障害者手帳（主障害が心臓、

肝臓、腎臓、呼吸器、免疫に限る）
　・精神障害者保健福祉手帳
　・療育手帳　
　のいずれかをお持ちの人

接種対象

▶�接種券発行申請フォームはこちらから

※�接種券の発送は、３回目接種から５カ月
経過する前の週です



新型コロナワクチン４回目接種のお知らせ　２ 新型コロナワクチン４回目接種のお知らせ　３

▶▶

予約は
こちらから▶

24時間受付
QRコードから市公式アカウント
に「友だち」申請して予約画面へ

医療機関で直接予約できる
場合がありますので、詳し
くは市ホームページをご確
認ください

▶医療機関で予約▶医療機関で予約

☎0120-220-489

盛岡市新型コロナワクチン
コールセンター

▶電話予約▶電話予約

（通話料無料）
※番号のかけ間違いに注意ください

▶▶

URL：https://vc.liny.jp/032018

予約は
こちらから▶

24時間受付

●通常の生活は問題ありませ
んが、激しい運動や過度な飲
酒などは控えてください
●接種部位は清潔に保ちまし
ょう。接種当日の入浴は問題
ありませんが、注射した部分
を強くこすらないでください

接種した日の注意点

▶検温しましょう
　家を出る前に検温し、熱がないことを確
認してから、接種会場へ向かいましょう。
　会場で、医師が当日の健康状態や既往症
などを確認しながら、接種可能かを判断し
ます。問題がなければ接種できます。
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37.5度以上の発熱がある場合
は会場に入場できません

当日の問診で異常が見られる場合や、
体調が悪い場合は接種できません

15～30分程度の
経過観察をします

当日の
接種の
流れ

▶当日の服装に気を付けましょう ▶持ち物を確認しましょう
・接種の案内が入った封筒一式
・�本人確認書類（運転免許証や健康保険
証など）
・お薬手帳（持っている人のみ）
・母子健康手帳（妊婦のみ）

　当日は、スムーズな接種のため、肩を出しや
すい服装でお願いします

医療機関一覧
はこちらから▶

　インターネットでの予約に慣れていない人や、パソコン、スマー
トフォンを持っていない人向けに代行予約などのお手伝いをします。

・開催日に最寄りの会場へお越しください
・希望する接種方法や会場、日時などを事前に決めてからお越しください
・各開催日の12時～13時は受け付けできませんのでご注意ください

【持ち物】
・接種の案内が入った封筒一式
・スマートフォン（持っている人）
・本人確認書類（健康保険証など）

９時～18時
（土・日曜祝日含む）

会場 場所
愛宕山老人福祉センター 愛宕町
仁王老人福祉センター 名須川町
山王老人福祉センター 山王町
桜城老人福祉センター 大通三
山岸老人福祉センター 下米内一
下太田老人福祉センター 下太田榊
加賀野老人福祉センター 加賀野四
西厨川老人福祉センター 北天昌寺町
つなぎ老人憩いの家 繫字舘市
緑が丘老人福祉センター 緑が丘三
土淵地区活動センター 前潟四

　インターネット予約かLINE予約を優先的にご利用ください。電話予約の場合、コー
ルセンターの回線には限りがあるため、混雑時はつながりにくくなる恐れがあります。

グループ１ グループ２ グループ３

【開催日】６月21日・28日・７月５
日・12日・19日・26日・８月２日・
９日・16日・23日・30日・９月６日
【曜日・時間】火曜、10時～16時

【開催日】６月22日・29日・７月６
日・13日・20日・27日・８月３日・
10日・17日・24日・31日・9月７日
【曜日・時間】水曜、10時～16時

【開催日】６月23日・30日・７月７
日・14日・21日・28日・８月４日・
18日・25日・９月１日・８日
【曜日・時間】木曜、10時～16時

推奨 インターネット予約インターネット予約 LINE予約LINE予約推奨

３ 予約の方法

５ 接種当日

４ インターネット予約の支援窓口

※�予診票には会場で検温した際の体温を記載し
ます

会場 場所
簗川老人福祉センター 川目10
川目老人福祉センター 東山一
本宮老人福祉センター 本宮四
大慈寺老人福祉センター 茶畑二
杜陵老人福祉センター 南大通一
仙北老人福祉センター 東仙北一
乙部老人福祉センター 乙部28
津志田老人福祉センター 津志田西二
見前南地区公民館 西見前13
湯沢地域交流活性化センター湯沢西三
都南分庁舎 津志田14
※�湯沢地域交流活性化センターでは８月31日
は実施しません

会場 場所
青山老人福祉センター 青山三
北厨川老人福祉センター 厨川一
松園老人福祉センター 西松園二
厨川老人福祉センター 前九年三
上田老人福祉センター 上田四
上米内老人福祉センター 桜台二
上堂老人福祉センター 上堂三
みたけ老人福祉センター みたけ三
山岸老人憩いの家 山岸六
玉山総合事務所 渋民字泉田
※�上米内老人福祉センターでは６月28日は実
施しません

表　支援窓口会場と場所 表　支援窓口会場と場所 表　支援窓口会場と場所

※６月21日時点（五十音順）

名称 場所
予約方法

備考インターネット・LINE・
コールセンター

医療機関での
受け付け

赤坂病院 名須川町 〇
秋浜内科クリニック 渋民字駅 〇 対象：定期受診患者と玉山地域在住の人
あべ神経内科クリニック 肴町 〇 妊婦可
あべ内科・消化器科クリニック 長橋町 〇 対象：同クリニックの受診歴がある人　妊婦可

池田外科・消化器内科医院 境田町 〇
対象：定期受診患者と前回同医院で接種した人　
電話または窓口予約　予約専用☎080-6292-4022　
予約受付：月～金曜、10：00～12：00

池田内科 上太田弘法清水 備考参照 対象：定期受診患者と前回同内科で接種した人　
来院時に予約券を配布　医療機関への電話予約不可　妊婦可

石井内科消化器科医院 東緑が丘 〇
いしい内科・糖尿病クリニック 中ノ橋通一 〇 対象：定期受診患者
いするぎ医院 大通三 〇 妊婦可
いわて飯岡駅前内科クリニック 永井17 〇 備考参照 定期受診患者のみ窓口と電話でも受け付け　妊婦可
岩手県予防医学協会 北飯岡四 〇 妊婦可

臼井循環器呼吸器内科 松園二 備考参照
受け付け方法の詳細については医院のホームページをご覧くだ
さい
妊婦可

内丸病院 本町通一 〇 電話予約：月～金曜、9：00～17：00　☎654-5331
えいづか内科胃腸科クリニック 緑が丘四 コールセンターのみ 対象：同クリニックの受診歴がある人　医療機関への電話予約

不可妊婦可
おいかわ内科クリニック 上田一 備考参照 接種券を持参した人のみ予約可能　妊婦可
逢坂医院 長田町 〇 妊婦可　予約受付時間：９：00～12：00、14：00～17：00
大浦内科・歯科クリニック 津志田西二 〇 妊婦可
大澤クリニック 茶畑二 〇 〇
大手先内科循環器クリニック 本町通一 〇 〇 予約専用☎090-7092-2468　

１回目接種の予約は窓口のみ　妊婦可
大通胃腸科内科 大通一 〇 定期受診患者が優先
おおどおり鎌田内科クリニック 大通ニ 〇 対象：定期受診患者と前回同クリニックで接種した人
大日向医院 高松二 〇 備考参照 医療機関受け付けは定期受診患者のみ　妊婦可　
おおひら内科・循環器科クリニ
ック 梨木町 〇 妊婦可　
大屋内科胃腸科クリニック 西青山一 〇 妊婦可
岡田消化器科内科医院 清水町 〇 対象：定期受診患者とその家族
荻野病院 本宮一 〇 〇 妊婦可
小田島耳鼻咽喉科医院 上田一 〇 対象：定期受診患者で前回同医院で接種した人　妊婦可
おはようクリニック 高松二 〇 〇 電話予約受付：７：00～12：00　妊婦可
加賀野消化器内科・内科クリニ
ック 天神町 〇 備考参照 医療機関受け付けは当日キャンセル分のみ受け付け。希望日に

☎604-1123へ電話。９：30～19：00。水・木曜休診　妊婦可
かつら内科クリニック 本宮字小板小瀬 〇 妊婦可
かなざわ内科クリニック 上堂一 〇 対象：同クリニックの受診歴がある人とその家族　妊婦可
循環器内科　金矢クリニック 津志田中央三 〇 対象：受診歴のある人　妊婦可
かなやま内科医院 浅岸一 〇 対象：同医院の受診歴がある人
金子胃腸科内科 乙部13 〇 ７月12日㈫開始予定
かねこ内科クリニック 月が丘一 コールセンターのみ 対象：定期受診患者
鎌田内科クリニック 本宮二 〇 妊婦可
川久保病院 津志田26 コールセンターのみ 妊婦可
久喜内科・脳神経内科医院 緑が丘三 〇
葛クリニック 上田四 〇 妊婦可
くどう医院 前九年三 〇 妊婦可
工藤内科ハートクリニック 中ノ橋通一 〇 対象：定期受診患者とその家族、前回同クリニックで接種し

た人、受診歴のある人　妊婦可
久保田医院 大館町 〇 妊婦可
くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町 〇 対象：定期受診患者　妊婦可
くわた脳神経外科クリニック 北飯岡一 〇 対象：定期受診患者　妊婦可　
孝仁病院 中太田泉田 〇 備考参照 医療機関受け付けは定期受診患者のみ　妊婦可
小坂内科消化器科クリニック 永井19 備考参照 対象：定期受診患者と前回同クリニックで接種した人　

来院時に予約券を配布　医療機関への電話予約不可　妊婦可
児島内科医院 みたけ三 〇 〇 妊婦可
こたに内科・甲状腺クリニック 上厨川横長根 〇 〇
菜園循環器内科医院 菜園一 〇 備考参照 医療機関受付は定期受診患者とその家族、妊婦と配偶者（パ

ートナー）のみ　妊婦可
さいとう小児科クリニック 月が丘二 〇 対象：同クリニックの受診歴がある人または前回接種した人　

妊婦可
さいとう耳鼻咽喉科医院 緑が丘三 〇 モデルナ製使用
さとう胃腸科内科 向中野一 〇 予約の際、前回の接種日を伝えてください。

予約受付：月・火・木・金曜、14：00～18：00　妊婦可
佐藤耳鼻咽喉科医院 青山三 〇 対象：定期受診患者とその家族　妊婦可
澤田内科医院 上田一 〇 対象：定期受診患者
産科婦人科　吉田医院 若園町 〇 対象：前回同医院で接種した人と妊婦、その家族
三本柳かんのクリニック 三本柳23 〇 前回同クリニックで接種した人を優先

電話予約：月～木曜、14：00～17：00
渋民中央病院 渋民字大前田 〇 対象：定期受診患者で前回同病院で接種した人
小豆嶋胃腸科内科クリニック 仙北三 コールセンターのみ 対象：定期受診患者と前回同クリニックで接種した人
しんたろうクリニック 本宮一 備考参照 対象：定期受診患者

来院時に予約受付　医療機関への電話予約不可
４ページに続く

　内容が変更になる場合があります。最新の情報は市ホームページやインター
ネット予約ページ、コールセンターでご確認ください。接種券が届いてから予
約してください。なお、一部医療機関では引き続き１～３回目接種も受け付けて
います。詳しくは、市ホームページまたはコールセンターでご確認ください。
【広報ＩＤ】1037759（３・４回目）1035346（１・２回目）

※妊婦の人は必ず予約前に産婦人科のかかりつけ医の同意を得た上で接種してください

６ ４回目接種を受けられる医療機関



新型コロナワクチン４回目接種のお知らせ　４

名称 場所
予約方法

備考インターネット・LINE・
コールセンター

医療機関での
受け付け

鈴木肛門外科・守口内科 名須川町 備考参照
予約電話：656-7151（守口内科）　妊婦可
予約受付時間：月～土曜、９：00～12：30、月・水・金曜
14：00～17：30

鈴木内科医院 八幡町 〇 対象：定期受診患者と前回同医院で接種した人　
予約専用☎090-2669-2260

鈴木内科神経内科 黒石野二 〇 妊婦可
たかしクリニック 東仙北一 〇 妊婦可
高松病院 館向町 備考参照 予約方法：電話予約　平日のみ８：00～17：30
たぐち脳神経外科クリニック 本町通一 〇 接種実施日：日～金曜　妊婦可
たけ循環器内科クリニック 北飯岡一 〇 対象：定期受診患者
田中循環器内科クリニック 永井22 〇 対象：定期受診患者　接種実施日：毎週木曜、14：00～17：

00
谷藤眼科医院 前九年二 〇
たにむらクリニック 本宮字小板小瀬 〇 対象：定期受診患者　
ちだ内科・外科クリニック 東安庭一 〇 妊婦可
ちば耳鼻咽喉科クリニック 紺屋町 〇 対象：受診歴のある人とその家族　定期受診患者優先

遠山病院 下ノ橋町 〇
対象：高校生を除く
予約電話：①090-5182-2112②080-8775-1820　基本平日は
毎日受け入れ中

栃内内科医院 神明町 〇 〇 妊婦可
都南眼科 永井23 〇 対象：定期受診患者と前回同眼科で接種した人
都南病院 東見前６ 〇 対象：定期受診患者と前回同病院で接種した人
とみさわ甲状腺・乳腺のクリニ
ック盛岡 大通一 〇 〇 予約電話：070-1598-1963　月～木曜、９：00～13：00、金曜

10：00～13：00　妊婦可

内科クリニックすずき 北松園二 〇 予約方法：同クリニックで直接受け付けまたは☎662-2888　
妊婦可

中島内科クリニック 月が丘二 〇 対象：19歳以上の定期受診患者と前回同クリニックで接種し
た人

なかつか消化器内科クリニック 中太田新田 〇 〇 妊婦可
中村医院 上田三 〇 対象：前回同医院で接種した人
中村内科医院 若園町 〇 対象：定期受診患者とその家族か前回同医院で接種した人
なないろのとびら診療所 仙北二 〇 妊婦可
西松園内科医院 西松園三 〇 対象：定期受診者と前回同医院で接種した人　妊婦可
二宮内科クリニック 愛宕町 コールセンターのみ 〇 対象：19歳以上　妊婦可
はしもと眼科クリニック 青山二 〇 対象：定期受診患者と前回同クリニックで接種した人
坂東内科クリニック 大沢川原一 〇 妊婦可
ひめかみ病院 下田字陣場 〇 対象：定期受診患者
平野医院 西青山二 〇 対象：同医院の受診歴がある人　
藤島内科医院 愛宕町 〇 〇 予約☎090-1930-1557・622-4453　妊婦可
船山内科クリニック 下ノ橋町 コールセンターのみ 定期受診患者のみ
ポランの内科クリニック 中央通一 〇 対象：前回同クリニックで接種した人　妊婦可
本間内科医院 上田二 〇 対象：前回同医院で接種した人と定期受診患者　月・火・

木・金９：00～11：30
まさと脳神経内科クリニック 向中野五 〇 〇 妊婦可
松園第一病院 東黒石野三 備考参照 対象：19歳以上　窓口予約
松園第二病院 西松園三 〇 〇
真山池田医院 本町通三 備考参照 対象：定期受診患者とその家族　窓口受付

電話予約不可　妊婦可
マリオス小林内科クリニック 盛岡駅西通二 〇
みうら小児科医院 中野一 コールセンターのみ 対象：60歳以上　妊婦可　木曜接種
水沼内科循環器クリニック 中央通二 〇 予約☎622-5671
みたけ消化器内科クリニック みたけ四 〇
緑が丘整形外科 緑が丘三 〇 対象：３回目接種を同整形外科で接種した人
三船内科 天昌寺町 〇
みやもと内科クリニック 上厨川字杉原 〇 妊婦可
見前ファミリークリニック 三本柳12 〇
みんなのクリニック みたけ二 〇
村井産婦人科小児科歯科医院 向中野字道明 〇 対象：定期受診患者　妊婦可
むろおか骨粗鬆症・整形外科クリ
ニック 菜園一 〇 妊婦可
メディケアプラザ中央通りクリ
ニック 中央通三 〇 妊婦可

本宮Ｃクリニック 向中野三 〇 対象：定期受診患者と前回同クリニックで接種した人　妊婦
可

もりおか胃腸科内科クリニック 中ノ橋通二 〇 妊婦可
国立病院機構盛岡医療センター 青山一 〇 妊婦可
盛岡駅前おおば脳神経内科クリ
ニック 盛岡駅前通 〇 対象：定期受診患者と前回同クリニックで接種した人
もりおか往診ホームケアクリニ
ック 北飯岡三 〇 〇 予約☎090-7094-3780　妊婦可
盛岡さくらクリニック みたけ四 〇 〇 妊婦可
盛岡城跡公園前クリニック 菜園一 〇 妊婦可
盛岡市立病院 本宮五 〇
盛岡赤十字病院 三本柳６ 〇 接種できる時間：月・火・水・金曜　予約時間の30分前から

受付を開始
盛岡つなぎ温泉病院 繫字尾入野 〇 予約専用☎080-8200-4693　

ファイザー製使用は第１・３土曜日、10：00～12：00
盛岡友愛病院 永井12 コールセンターのみ ７月から毎週金曜実施　14：30～15：00　妊婦可
八角病院 好摩字夏間木 〇 予約☎682-0811・682-0862　妊婦可八角医院 好摩字夏間木 〇
やまだ胃腸内科クリニック 津志田中央二 〇 〇 妊婦可
山田クリニック 中央通一 〇 妊婦可
ゆい内科呼吸器科クリニック 向中野二 〇 対象：前回同クリニックで接種した人　モデルナ製使用
吉田消化器科内科 東見前８ 〇 受付時間：10：30～11：30、14：00～15：00　対象：定期受診

患者とその家族、前回同内科で接種した人　妊婦可
わたなべ内科・脳神経内科クリ
ニック 高松三 〇 妊婦可


