
2021/10/15更新

地方運輸局等 都道府県名 市区町村名 よみがな 船員へのワクチン接種の際の配慮の内容 担当部局名 担当班・係名 問合せ電話番号 更新日

１　北海道運輸局 １　北海道 厚岸町 あっけしちょう

・個別の相談に柔軟に応じるとともに、町民全体の接種が進んで
いる中で、１回だけの接種希望に対しても対応が可能になってき
ており、日程調整等柔軟な対応に努める。
・町ホームページ（https://www.akkeshi-
town.jp/kurashi/hokenfukushi/kansen/corona_vaccine/）には、
船員対象とはしていないが、ワクチン接種全体の問い合わせ先
として、新型コロナウイルスワクチン接種対策室の連絡先を掲載
している。

保健福祉課新型コロナウ
イルスワクチン接種対策
室

０１５３－５３－３３４０ 9月17日

１　北海道運輸局 １　北海道 旭川市 あさひかわし
・長期乗船前の接種等のため予約日の調整が必要な船員の方
は、旭川市保健所（電話0166-21-3181）にご相談ください。

旭川市保健所
新型コロナウイルス感染
症対策担当

ワクチン接種チーム ０１６６－２１－３１８１ 9月30日

１　北海道運輸局 １　北海道 石狩市 いしかりし

・船員の方への接種に関しましては優先接種の位置づけではな
く、一般の住所地外接種と同様の取扱いの中で接種が可能な日
と予約日を市で調整しています。
・旅客・貨物航路の船員の方の接種について
石狩湾新港発着の旅客・貨物航路の船員の方については、他の
自治体で接種券の発行を受けている方も含め、予約日の調整を
行っていますので、海運事業者のご担当者は石狩市新型コロナ
ウイルス感染症対策課（0133-72-3640）にご相談ください。
https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/74/57832.html

保健福祉部新型コロナウ
イルス感染症対策課

０１３３－７２－３６４０ 9月22日

１　北海道運輸局 １　北海道 江別市 えべつし

・住所地外の方で接種券の発行を受けている方は、ご相談いた
だければ対応いたしますので、当室（０１１－３８５－８９１０）まで
ご相談ください。
その際は、船員に係る通知に基づく相談である旨、お申し出願い
ます。

保健福祉部新型コロナウ
イルス感染症対策室

０１１－３８５－８９１０ 9月17日

１　北海道運輸局 １　北海道 北広島市 きたひろしまし
・市民かどうかを問わず、船員の方から個別に相談があった際に
は、可能な範囲で柔軟に予約日を調整する。なお、住所地外接
種届の申請は省略する。（船員手帳の提示を求める）

保健福祉部
ワクチン接種調整担
当

０１１－８０７－７６７２ 9月17日

１　北海道運輸局 １　北海道 釧路市 くしろし
・船員の方へのワクチン接種については、釧路市以外にお住ま
いの方を含めて可能な範囲で柔軟に対応しますので、個別にご
相談ください。

こども保健部健康推進課 健康づくり担当 ０１５４－６５－８７２１ 9月30日

海運事業者・船員への情報提供内容

注：このリストは、自治体から地方運輸局等に掲載原稿が提出された分のみを掲載しています。このリストに掲載がない自治体であっても、海運事業者等からの個別の相談に応じている場合がありますので、必要に応じ、船員の住所地や
寄港地等の自治体のホームページを確認したり、あるいは、自治体の新型コロナワクチン担当部署に電話等でご相談下さい。

1．船員へのワクチン接種の円滑化にご配慮頂いている自治体一覧



１　北海道運輸局 １　北海道 札幌市 さっぽろし

・住所地外の方も含めて、船員の方からの個別の相談に応じ、集
団接種会場での接種を希望する場合は、ワクチン接種の間隔を
守りつつ、予約日を調整いたします。（住所地外の方の住所地外
接種届は省略）
なお、接種当日は、船員手帳の提示により、船員であることを確
認させていただきます。

・また、お問い合わせいただく場合は、ワクチン接種担当部調整
担当課（電話011-211-8189）までお願いいたします。

保健福祉局ワクチン接種
担当部調整担当課

０１１－２１１－８１８９ 10月8日

１　北海道運輸局 １　北海道 千歳市 ちとせし

・予約枠に空きのある接種会場において、予約日を調整すること
を基本とし、予約に空きがない場合は、本人の希望に応じて、
キャンセル者名簿に登録し、キャンセルが出た場合に優先的に
案内する。

保健福祉部新型コロナウ
イルスワクチン接種対策
室

新型コロナウイルス
ワクチン接種担当

０１２３－２４－３１８０ 9月17日

１　北海道運輸局 １　北海道 苫小牧市 とまこまいし

・書面による住所地外接種届を省略し、市コールセンター（0144-
82-9660）への電話連絡で対応いたします。
・市コールセンターへの手続きには、ご本人様の接種券番号を確
認させていただく必要があり、また、当日の接種にも接種券が必
要となりますことから、船に乗る際には、必ず接種券をお持ちい
ただくようお願いいたします。
・本市に住民票がない方について
下記に該当する方は「住所地外接種届」は不要ですが、市コール
センター(0144-82-9660)に電話し、接種券番号の登録が必要に
なりますので、接種券がなければ予約することができません。
■旅客・貨物航路の船員の方（法に基づく船員手帳の提示を求
める場合があります）
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/corona/vaccine/schedu
le.html

健康こども部健康支援課 ０１４４－３２－６４０７ 9月22日

１　北海道運輸局 １　北海道 七飯町 ななえちょう

・七飯町民の船員の方で１回目の３週間後に２回目接種を実施
できない場合は２回目の日程を調整して接種する体制をとってい
ます。
・住所地外の方については住所地外接種届の提出は不要とし、
ご希望があれば接種会場の予約枠に空きがあればワクチン接種
のご予約を受け付けることは可能ですので、新型コロナウイルス
ワクチン接種対策本部（℡０１３８－６６－５６７０）にご連絡願いま
す。（数日後に何十名も、というのは難しいですが）

新型コロナウイルスワク
チン接種対策本部

０１３８－６６－５６７０ 9月17日



１　北海道運輸局 １　北海道 函館市 はこだてし

・接種を希望する旅客・貨物航路の船員の方については、接種
券（函館市以外分も含む）があれば、キャンセル枠等を活用のう
え接種に係る調整を行います。
・海運事業者ご担当者様は、接種を希望される方を取りまとめ、
「ワクチン接種希望依頼票」を作成し、メール又はFAXでご提出願
います。
　ただし、集団接種の設定がない日程や医療機関との調整が困
難な場合等、必ずしも希望日に接種を確約できるとは限りません
ので、あらかじめご了承願います。

○提出内容：ワクチン接種希望依頼票（１人１枚）
○提出先：市立函館保健所新型コロナウイルスワクチン接種担
当
○Eメールアドレス：hc-vaccine@city.hakodate.hokkaido.jp
○FAX：0138-55-1020
○お問い合わせ先：℡0138-83-6001（函館市新型コロナワクチン
予約受付相談専用ダイヤル）

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021092700027/
「ワクチン接種希望依頼票」は上記ホームページからダウンロー
ド願います。

市立函館保健所地域保
健課

新型コロナウイルス
ワクチン接種担当班

０１３８－８３－５６１０ 9月30日

１　北海道運輸局 １　北海道 北斗市 ほくとし

・長期乗船が予定されている船員さんについては、個別に接種に
関する問い合わせがあった場合、休暇期間に希望の自治体で接
種できるよう速やかに接種券を発行する。（未発行者）
・当市での接種希望の際は休暇期間（休暇開始日）を聞き取り休
暇期間中に２回接種が完了できるよう予約日を調整する。（住所
地外接種届の提出は省略）
・当市の予約システムにてご自身で予約の場合、北斗市以外の
方は事前に登録が必要です。
　ご利用の際は、接種券番号などの登録をさせていただきますの
で、住民票のある自治体から取り寄せた接種券に記載されてい
る接種券番号を事前にお知らせいただきます。
・お問い合わせに関しましては、「保健福祉課健康推進係」へお
電話をいただきたい。
　係直通番号はありませんので、市役所代表0138-73-3111へお
電話をお願いいたします。

民生部保健福祉課 健康推進係
０１３８－７３－３１１１
（代表）

9月17日

１　北海道運輸局 １　北海道 松前町 まつまえちょう
・住所地外接種届を省略し、船員の方が乗船前等に接種できる
ようにスケジュールを調整いたしますので、新型コロナワクチン接
種コールセンター（電話0139-42-3080）にご相談ください。

保健福祉課 健康推進係 ０１３９－４２－２６５０ 10月8日

１　北海道運輸局 １　北海道 室蘭市 むろらんし
・室蘭市保健福祉部健康推進課新型コロナワクチン係（℡０１４３
－４１－５７２０）に事前に連絡いただくことで、本市で行う集団接
種実施日での接種を受けれるよう対応いたします。

保健福祉部健康推進課

新型コロナワクチン
係
（室蘭市保健セン
ター内）

０１４３－４１－５７２０ 9月17日

１　北海道運輸局 １　北海道 森町 もりちょう
・接種予約日の調整や当町民ではない船員への接種も含めて、
個別の相談には対応いたします。

保健福祉課 健康増進係 ０１３７４－３－２３１１ 9月17日



１　北海道運輸局 １　北海道 留萌市 るもいし

・留萌港への寄港の際に、他の自治体で接種券の発行を受けて
いる船員へのワクチン接種を希望される海運事業者の方は、ワ
クチン接種対策室（TEL：0164-56-1507）までご連絡をお願いいた
します。
https://www.e-rumoi.jp/hokeniryou/page20_00088.html
・ただし、当市の接種会場の予約が埋まっている場合やワクチン
の在庫状況などにより、希望どおりに予約できない場合がある。
※配慮する期間：集団接種は、９月中の２回目接種の完了まで、
個別接種は、１０月中の２回目接種の完了まで

市民健康部保健医療課
新型コロナワクチン接種
対策室

０１６４－５６－１５０７ 9月17日

２　東北運輸局 ３　岩手県 久慈市 くじし
船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター（電
話：0194-54-8008）にご相談ください。

ワクチン接種対策室 ０１９４－５４－８００８ 9月24日

２　東北運輸局 ３　岩手県 九戸郡洋野町 ひろのちょう

船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、健康増進課（電話０８０－８６０１－６３５０）にご相談く
ださい。

健康増進課 ０８０－８６０１－６３５０ 9月21日

２　東北運輸局 ３　岩手県 宮古市 みやこし

●船員の方の接種予約について
船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、下記【予約】センターまでご相談ください。

　　　　　宮古市新型コロナワクチン接種【予約】センター
　　　　　　☎　０１９－６０６－８０５３
　　　　　　午前９時半から午後６時半まで（土・日・祝日も対応）。

宮古市新型コロナワクチ
ン接種【予約】センター

０１９－６０６－８０５３ 9月22日

２　東北運輸局 ４　宮城県 石巻市 いしのまきし

船員の方の新型コロナワクチン接種については、特有の勤務形
態により、限られた期間内に住所地で2回の接種を終えることが
難しい場合があります。
そのため住所地外接種が認められ、その際の事前の届出も不要
とされています。
また、長期乗船前の接種等をご希望の場合は、予約日の調整も
可能ですので、コールセンターまでご相談ください。

健康部新型コロナウイル
スワクチン接種対策室

０１２０－５６７－５０９ 9月23日

２　東北運輸局 ４　宮城県 仙台市 せんだいし

船員の方で、寄港予定に合わせての接種等のため、予約日の調
整が必要な方は、仙台市新型コロナウイルスワクチン接種専用
コールセンター（電話0570-05-5670）にご相談ください

新型コロナウイルスワク
チン接種推進室

０５７０－０５－５６７０ 9月27日

２　東北運輸局 ６　山形県 鶴岡市 つるおかし
船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、新型コロナウイルスワクチン接種対策室（電話0235-
25-2111）にご相談ください。

新型コロナウイルスワク
チン接種対策室

０２３５－２５－２１１１ 9月14日



３　関東運輸局 １２　千葉県 木更津市 きさらづし
船員の方で、予約日の調整が必要な方は、健康こども部健康推
進課新型コロナウイルス感染症対策係にお問合せください。

健康こども部健康推進課
新型コロナウイルス
感染症対策係

0438‐38‐4876 10月5日

３　関東運輸局 １２　千葉県 千葉市 ちばし

市民かどうかを問わず、船員の方から個別に相談があった際に
は、可能な範囲で調整します。
　接種される方は、接種券の事前調達及び・船員手帳の提示を
お願いいたします。
　なお、住所地外接種届の申請は省略可能です。
　接種のご相談は、可能な限りお早目にいただきますようお願い
いたします。

保健福祉局医療衛生部
医療政策課
　新型コロナウイルスワク
チン接種推進室

市民対応班 043-245-5984 10月4日

３　関東運輸局 １３　東京都 江東区 こうとうく 個別にご相談ください。
新型コロナウイルスワク
チン接種推進室

0570-011-008 10月1日

３　関東運輸局 １４　神奈川県 川崎市 かわさきし
市外の方についても対応させていただきますので、別途ご相談く
ださい。

川崎市健康福祉局保健
所新型コロナウイルスワ
クチン調整室

新型コロナワクチン
コールセンター（0120-
761770）

10月5日

３　関東運輸局 １４　神奈川県 横須賀市 よこすかし
船員の方が所属する企業の取りまとめを行う部署のご担当者様
より、本市コールセンターへご相談ください。
　対応方につきまして折り返しご連絡させていただきます。

横須賀市健康部保健所
健康づくり課

防疫企画担当 0120-432567 10月1日

３　関東運輸局 １４　神奈川県 横浜市 よこはまし

・お問合せをいただければ個別に相談に応じています。
また、市民全体の接種が進んでおり、直近の予約も可能になって
きている状況です。

・個別接種を行う医療機関については、「予約に空きがある医療
機関一覧」を市ウェブページに掲載し、１回だけの接種に対応し
ている医療機関を御案内しています。

・横浜市以外の接種券をお持ちの場合でも、住所地外接種届の
申請を省略して、市内医療機関で直接予約が可能です。また、
市の予約システムで集団接種会場等を予約される場合にもログ
インできるようお手続きいたしますので、ご相談ください。

健康福祉局健康安全部
健康安全課

ワクチン接種調整等
担当

0120-045-070（コール
センター）

10月4日

４　北陸信越運輸局 １５　新潟県 糸魚川市 いといがわし
住所地外接種として、1回目・2回目に関わらず、船員の接種を行
います。（届出不要）接種の予約方法については要相談

新型コロナウイルスワク
チン接種推進室

025-552-1511（代） 9月13日

４　北陸信越運輸局 １５　新潟県 新潟市 にいがたし

ワクチン接種の際には「接種券」と、市の予約システムのご利用
上、新潟市外の住民の方に「住所地外接種届出済証」をお願い
しています。規定の日程の中での対応が難しいなどの場合は、
個別にご相談ください。

保健所保健管理課 025-212-8173（直通) 9月15日

４　北陸信越運輸局 １５　新潟県 村上市 むらかみし 個別にご相談ください。
新型コロナウイルスワク
チン接種チーム

0570-001186 9月13日

４　北陸信越運輸局 １６　富山県 高岡市 たかおか 個別にご相談ください。
高岡市健康増進課
総務係

0766－20－1348 9月22日

４　北陸信越運輸局 １６　富山県 富山市 とやまし 個別にご相談ください。
富山市新型コロナワクチ
ン接種実施本部

076-428-1155 9月15日

４　北陸信越運輸局 １６　富山県 氷見市 ひみし 個別にご相談ください。 市民部健康課 0766-74-8062 9月13日



４　北陸信越運輸局 ２０　長野県 上田市 うえだし 個別にご相談ください。
健康推進課新型コロナウ
イルス感染症対策室

0268-75-6676 9月13日

５　中部運輸局 ２２　静岡県 静岡市 しずおかし

清水港に寄港した際の接種をご希望の場合は、以下あてにご相
談ください。
・ 桜ヶ丘病院健康管理センター(電話： 054-353-5313）
※接種可能期間：～11/5

日程等の都合により上記会場での接種が困難な場合は、以下あ
てにご相談ください。
・ 新型コロナウイルスワクチン接種推進本部　（電話： 054-221-
1418）

新型コロナウイルスワク
チン接種推進本部

接種班

054-221-1418
（静岡市新型コロナウ
イルスワクチン接種推
進本部）

9月30日

６　近畿運輸局 ２６　京都府 京都市 きょうとし

京都市発行の接種券をお持ちの船員およびそのご家族で接種を
規模される方は新型コロナワクチン接種ポータルサイトより直接
お申し込み下さい
（https://vaccines-kyoto-city.jp/）

保健福祉局 医療衛生企画課 075-222-3423 9月8日

６　近畿運輸局 ２６　京都府 宮津市 みやづし
宮津市在住以外の船員の方で接種を希望される場合は健康介
護課健康増進係（0772-45-1624）までお問い合わせ下さい

健康福祉部 健康・介護課 0772-45-1624 9月17日

６　近畿運輸局 ２７　大阪府 堺市 さかいし
寄港中の短期間で接種希望など、特殊な事情がある場合のみ、
堺市以外の船員の方の接種を希望される方は新型コロナワクチ
ン接種コールセンター（0570-048-567）までお問い合わせ下さい

健康福祉局 072-222-9933 9月8日

６　近畿運輸局 ２７　大阪府 高石市 たかいしし
高石市在住の船員で接種を希望される場合はコールセンター
（072-275-5226）までお問い合わせ下さい

健康福祉部 地域包括ケア推進課 072-267-1160 9月8日

６　近畿運輸局 ２９　奈良県 奈良市 ならし
船員（奈良市在住以外の船員含む）の方で接種を希望される場
合はコールセンター（0120-34-0112）までお問い合わせ下さい

保健所
新型コロナウイルス
ワクチン接種推進課

0120-340-112 9月8日

６　近畿運輸局 ３０　和歌山県 海南市 かいなんし
船員（海南市在住以外の船員含む）の方で長期乗船前の接種等
のため予約日の調整が必要な方は健康課ワクチン接種班（073-
483-8441）にご相談ください

くらし部 健康課 073-483-8441 9月8日

６　近畿運輸局 ３０　和歌山県 和歌山市 わかやまし

和歌山下津港への寄港の際に、他の自治体で接種券の発行を
受けている船員への接種を希望される海運事業者の方は新型コ
ロナワクチンコールセンター（0570-092-055）にご相談ください。
※受付時間：午前9時～午後5時まで（平日、土曜日・日曜日・祝
日）

健康局健康推進
新型コロナワクチン
接種調整課

073-488-7405 9月8日

７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 明石市 あかしし

明石市在住の船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約
日の調整が必要な方は、明石市ワクチン専用ダイヤル（電話
0120-712-160）（FAX0570-041-489)にご相談ください。
また、市外の方についても、明石市ワクチン専用ダイヤル（電話
0120-712-160）（FAX0570-041-489)にご相談ください。

明石市ワクチン専用ダイ
ヤル

0120-712-160
FAX（0570-041-489)

9月27日



７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 芦屋市 あしやし
船員の方から個別に相談があった際には、可能な範囲で柔軟に
対応しますので、、芦屋市新型コロナワクチン接種コールセン
ター（電話0797-31-0655）にご相談ください。

芦屋市新型コロナワクチ
ン接種コールセンター

0797-31-0655 9月27日

７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 尼崎市 あまがさきし

尼崎市在住の船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約
日の調整が必要な方は、尼崎市新型コロナワクチン案内セン
ター（電話06-4950-5085）にご相談ください。
また、市外の方についても、尼崎市新型コロナワクチン案内セン
ター（電話06-4950-5085）にご相談ください。

尼崎市新型コロナワクチ
ン案内センター

06-4950-5085 9月27日

７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 淡路市 あわじし
船員の方から個別に相談があった際には、可能な範囲で対応し
ますので、淡路市コロナワクチンコールセンター（電話0799-64-
2548平日9:00～17:00）にご相談ください。

淡路市コロナワクチン
コールセンター

0799-64-2548 9月27日

７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 伊丹市 いたみし
市内在住の船員の方から個別に相談があった際には、可能な範
囲で対応しますので、伊丹市コロナワクチンコールセンター（電話
072-764-7835）にご相談ください。

伊丹市コロナワクチン
コールセンター

072-764-7835 9月27日

７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 加古川市 かこがわし

船員の方の接種についても、接種当日に接種券が必要となりま
すので、必ずご準備ください。
予約は専用サイトかコールセンターでできます。
市外在住の方は、予約するための番号が必要なので、予めコー
ルセンター（0570-022-160）へお問い合わせください。

加古川市新型コロナワク
チン接種コールセンター

0570-022-160 9月27日

７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 神戸市 こうべし

　市外在住の船員の方、優先予約に該当する船員の方は、一般
の方同様の手続きにより予約を受け付けています。
受付については、神戸市ホームページから予約が可能です。
接種会場によりワクチンの種類が異なりますのでご注意くださ
い。

市外の接種券をお持ちの方についてはコールセンターでの予約
が必要になります。
（優先予約『市外から通学/通勤している16～39歳の方』を除く）
神戸市新型コロナワクチン接種コールセンター（電話番号：078-
277-3320）にご相談ください。

神戸市で接種を受ける場合、証明書（船員手帳）が必要となる場
合があります。

078-277-3320 9月15日

７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 三田市 さんだし
船員の方から個別に相談があった際には、可能な範囲で対応し
ますので、三田市新型コロナワクチン接種コールセンター（電話
0570-010-858）にご相談ください。

三田市新型コロナワクチ
ン接種コールセンター

0570-010-858 9月27日

７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 洲本市 すもとし
船員の方（他の自治体で接種券の発行を受けている方を含む）
で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必要な方は、
健康増進課（電話0799-22-3337）にご相談ください。

洲本市健康増進課 0799-22-3337 9月27日

７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 宝塚市 たからづかし

集団接種の空きが出てきていますので希望日をネットからお申し
込みください。
船員の方から個別に相談があった際には、可能な範囲で対応し
ますので、宝塚市コロナワクチンコールセンター（電話0797-78-
6894平日9:00～17:30）にご相談ください。

宝塚市コロナワクチン
コールセンター

0797-78-6894 9月27日

神戸市新型コロナワクチン接種コールセンター



７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 たつの市 たつのし
船員の方から個別に相談があった際には、可能な範囲で対応し
ますので、たつの市コロナワクチンコールセンター（電話0791-
63-2266）にご相談ください。

たつの市コロナワクチン
コールセンター

0791-63-2266 9月27日

７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 西宮市 にしのみやし

船員の方は、書面による住所地外接種届を省略し、西宮市新型
コロナワクチンコールセンター（0120-622-999）への電話連絡で
対応いたします。
市コールセンターへの手続きには、ご本人様の接種券番号を確
認させていただく必要があり、また、当日の接種にも接種券が必
要となります。

西宮市新型コロナワクチ
ンコールセンター

0120-622-999 10月1日

７　神戸運輸監理部 ２８　兵庫県 姫路市 ひめじし
船員の方から個別に相談があった際には、可能な範囲で柔軟に
対応しますので、、姫路市コールセンター（電話050-5526-1090
毎日8:00～19:00）にご相談ください。

姫路市コールセンター 050-5526-1090 9月27日

８　中国運輸局 ３２　島根県 隠岐郡隠岐の島町 おきぐんおきのしまちょう

船員の方（他の自治体で接種券の発行を受けている方を含む）
で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必要な方は、
保険福祉課コロナワクチン相談窓口（電話08512-2-5670）にご相
談ください。

保険福祉課
コロナワクチン相談
窓口

０８５１２－２－５６７０ 9月16日

８　中国運輸局 ３３　岡山県 岡山市 おかやまし
船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、岡山市新型コロナワクチン接種コールセンター（電話
0120-78-0910）にご相談ください。

健康福祉局保険福祉部
保険管理課

ワクチン接種班 ０１２０－７８－０９１０ 9月24日

８　中国運輸局 ３３　岡山県 倉敷市 くらしきし

・船員の方（他の自治体で接種券の発行を受けている方を含む）
で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必要な方は、
倉敷市新型コロナワクチン専用コールセンター（電話0120-190-
777）にご相談ください。

倉敷保健所保険課 ワクチン接種対応班
０１２０－１９０－７７７
（新型コロナワクチン専
用コールセンター）

9月16日

８　中国運輸局 ３３　岡山県 笠岡市 かさおかし

船員の方（他の自治体で接種券の発行を受けている方を含む）
で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必要な方は、
健康福祉部新型コロナウイルスワクチン対策室（電話0865-63-
8567）にご相談ください。

健康福祉部
新型コロナウイルス
ワクチン対策室

０８６５－６３－８５６７ 9月16日

８　中国運輸局 ３３　岡山県 玉野市 たまのし
船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、健康増進課（電話0863-31-3310）にご相談ください。

健康福祉部健康増進課 ０８６３－３１－３３１０ 9月22日



８　中国運輸局 ３４　広島県 江田島市 えたじまし
船員の方（他の自治体で接種券の発行を受けている方を含む）
で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必要な方は、
保険医療課（電話0823-43-1639）にご相談ください。

保険医療課 ０８２３－４３－１６３９ 9月17日

８　中国運輸局 ３４　広島県 尾道市 おのみちし
船員の方（他の自治体で接種券の発行を受けている方を含む）
で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必要な方は、
健康推進課（電話0848-24-1961）にご相談ください。

健康推進課 ０８４８－２４－１９６１ 9月16日

８　中国運輸局 ３４　広島県 呉市 くれし

船員の方（他の自治体で接種券の発行を受けている方を含む）
で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必要な方は、
健康福祉課ワクチン担当プロジェクトチーム（電話0823-25-
3265）にご相談ください。

健康福祉課
ワクチン担当プロ
ジェクトチーム

０８２３－２５－３２６５ 9月16日

８　中国運輸局 ３４　広島県 広島市 ひろしまし

広島市居住の船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約
日の調整が必要な方は、広島市予約コールセンター（電話050-
3644-7513）にご相談ください。
広島市以外の居住の船員の方は、広島県新型コロナウィルスワ
クチン接種コールセンター（電話082-513-2847）にご相談くださ
い。

健康福祉局保険部健康推進課

（広島市居住の方）
０５０－３６４４－７５１３
（広島市以外に居住の
方）
０８２－５１３－２８４７

9月22日

８　中国運輸局 ３４　広島県 三原市 みはらし
船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、保険推進係（電話0848-67-6234）にご相談ください。

保険福祉部保険福祉課 保険推進係 ０８４８－６７－６２３４ 9月24日

８　中国運輸局 ３５　山口県 岩国市 いわくにし
船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、岩国市保健センター（電話0827-24-3751）にご相談く
ださい。

岩国市保健センター（健
康推進課）

新型コロナウイルス
接種対策室

０８２７－２４－３７５１ 9月24日

８　中国運輸局 ３５　山口県 下松市 くだまつし
船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、健康増進課（電話0833-45-0567）にご相談ください。

健康福祉部健康増進課
新型コロナウイルス
ワクチン対策室

０８３３－４５－０５６７ 9月22日

８　中国運輸局 ３５　山口県 周南市 しゅうなんし
船員の方（他の自治体で接種券の発行を受けている方を含む）
で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必要な方は、
地域医療担当（電話0834-22-8377）にご相談ください。

地域医療担当 ０８３４－２２－８３７７ 9月16日



８　中国運輸局 ３５　山口県 萩市 はぎし

船員の方（他の自治体で接種券の発行を受けている方を含む）
で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必要な方は、
市民生活係予防・ワクチン接種班（電話0838-21-5925）にご相談
ください。

市民生活係
予防・ワクチン接種
班

０８３８－２１－５９２５ 9月16日

８　中国運輸局 ３５　山口県 防府市 ほうふし
船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、ワクチン接種予約係（電話0835-25-2565）にご相談く
ださい。

健康福祉部 ワクチン接種予約係 ０８３５－２５－２５６５ 10月15日

９　四国運輸局 ３６　徳島県 阿南市 あなんし

　阿南市内にお住まいの方で、対象となるすべての方には、
既に,接種券を発送しておりますので、阿南市コロナワクチン
予約・相談窓口(TEL：0884(22)1499)または、インターネット（阿
南市HP)でご予約をお願いします。
　また、阿南市外にお住まいの方で阿南市で接種を受けよう
とする場合は、右記担当までご連絡ください。
　いずれも、予約枠に空きがない場合は別途ご相談ください。
　勤務の都合上、２回目の接種（原則、１回目接種の３週間
後）が指定された日に受けられない場合や、やむを得ず2回
目接種のみを当市において受けようとする場合は、右記担当
まであらかじめご相談ください。
阿南市ＨＰにも掲載しています。
https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2021091700035/

保健福祉部
保健センター
新型コロナワクチン
対策チーム

(0884)24-8063 9月13日

９　四国運輸局 ３８　愛媛県 今治市 いまばりし

１．他の自治体で接種券の発行を受けている船員の方であって
も、今治市で下船等するタイミングでワクチンの接種を希望され
る場合は、予約日の調整を行います。

２．今治市に所在する海運事業者で雇用されている船員の方に
ついては、乗船スケジュールを踏まえて、予約日の調整を行いま
す。

上記の措置を希望される場合は、海運事業者を通じて、今治市
商工振興課海事都市推進室（0898-36-1540）にご相談下さい。

今治市ＨＰにも掲載しています。
https://www.city.imabari.ehime.jp/kaiji/2019-nCoV/wakuchin/

商工振興課 海事都市推進担当係0898-36-1540 9月28日

９　四国運輸局 ３６　徳島県 小松島市 こまつしまし
　船員の方で、予約日の調整が必要な方、または本市の港に寄
港の際に接種を希望される方は、保健センター（電話0885-32-
3551）へご相談ください。

保健福祉部 保健センター 0885-32-3551 9月22日

９　四国運輸局 ３６　徳島県 徳島市 とくしまし

徳島市予約システム（インターネット・コールセンター電話０８８－
６７８－８７０７・０８８－６２１－５４９５）で予約が可能です。詳しく
は、徳島市ホームページ
（https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kenko_fukushi/joho/c
ovid-19/vaccine/index.html)をご覧ください。
　船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、健康長寿課（電話０８８－６２１－５５２３）にご相談くだ
さい。

健康福祉部 健康長寿課 （０８８）６２１－５５２３ 9月14日



９　四国運輸局 ３７　香川県 高松市 たかまつし

・高松市に住民票のある船員の方で、長期乗船前の接種等のた
め、予約日の調整が必要な方は、高松市新型コロナワクチン接
種本部（087-813-0162）に御相談ください。
・高松港に寄港の際に、他の自治体の接種券の発行を受けてい
る船員への接種を希望される海運事業者の方は、高松市新型コ
ロナワクチン接種本部（087-813-0162）に御相談ください。
※接種可能な医療機関等を御紹介させていただきますが、御希
望に添えない場合もあります。

健康福祉局　保健所
保健予防課

新型コロナワクチン
接種本部

（087）813-0162 10月11日

９　四国運輸局 ３７　香川県 丸亀市 まるがめし

丸亀港へ寄港の際に、他の自治体で接種券の発行を受けている
船員への接種を希望される海運事業者の方は、下記連絡先にご
連絡下さい。
・接種の予約（集団接種のみ）
　電話　０８７７－２１－２０８１（予約専用ダイヤル）
※予約の際に船員である旨をお伝え下さい。なお、日程などご希
望に添えない場合もございますので予めご了承下さい。
・船員のワクチン接種に関するご相談
　電話　０８７７－２４－８８０６（健康課）

健康課 0877-24-8806 9月9日

９　四国運輸局 ３８　愛媛県 宇和島市 うわじまし

長期乗船前の接種等や宇和島港に寄港される船員の方（他の自
治体で接種券の発行を受けている方を含む）で、予約日の調整
が必要な方は、保険健康課ワクチン接種推進班（電話0895-24-
1111・内線3160・3162・2268）までご相談ください。

保険健康課 ワクチン接種推進班
0895-24-1111
（内線3162）

9月15日

９　四国運輸局 ３８　愛媛県 西予市 せいよし
船員の方については、他の自治体で接種券の発行を受けている
方も含め、予約日の相談を行っていますので、健康づくり推進課
（電話０８９４－６２－６４０７）にご相談ください。

健康づくり推進課（新型コ
ロナウイルスワクチン接
種対策室）

ワクチン接種対策係 0894-62-6407 10月4日

９　四国運輸局 ３８　愛媛県 松山市 まつやまし

・船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、松山市保健所保健予防課ワクチン班（電話０８９－９１
１－１８２９）にご相談ください。
・松山港への寄港の際に、他の自治体で接種券の発行を受けて
いる船員への接種を希望される海運事業者の方は、松山市保健
所保健予防課ワクチン班（電話０８９－９１１－１８２９）にご相談く
ださい。

保健所　保健予防課
新型コロナウイルス
感染症対策チーム
ワクチン班

089-911-1829 9月10日

９　四国運輸局 ３８　愛媛県 八幡浜市 やわたはまし
船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、新型コロナウイルス感染症対策室（電話0894-21-
3122）にご相談ください。

市民福祉部
八幡浜市保健センター

新型コロナウイルス
感染症対策室

0894-21-3122 9月10日

９　四国運輸局 ３８　愛媛県 新居浜市 にいはまし

新居浜市内に寄港の際に、他の自治体で接種券の発行を受け
ている船員への接種を希望される海運事業者の方、または新居
浜市在住で長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必要
な船員の方はワクチン接種推進グループ　（電話０８９７－６５－
１５２２）にご相談ください。

感染症対策室
ワクチン接種推進グ
ループ

0897-65-1522 9月9日



９　四国運輸局 ３９　高知県 高知市 こうちし

船員の方（他の自治体で接種券の発行を受けている方含む。）
で，本市においてワクチン接種を希望される方は，接種予約の相
談をお受けしますので，海運事業者で取りまとめの上，海運事業
者から地域保健課ワクチン接種推進係（電話088-821-6514）に
ご連絡ください。なお，接種の希望日時・人数により，ご希望に添
えない場合もありますので，ご承知おきください。
※住民票所在地からの接種券がなければ接種ができないため，
事前に接種券をご準備の上，ご連絡をお願いします。

地域保健課 ワクチン接種推進係 088-821-6514 9月13日

９　四国運輸局 ３９　高知県 土佐清水市 とさしみずし
接種を希望される方は、日程調整が必要となっていますので、早
めに健康推進課新型コロナ予防接種係　0880-87-9023　までご
相談ください。

健康推進課 新型コロナ予防接種係 0880-87-9023 9月14日

１０　九州運輸局 ３５　山口県 宇部市 うべし

宇部市内及び近隣の港へ寄港中にワクチン接種を希望される場合で、
接種場所や予約の日程調整が必要な船員の方や海運事業者の方か
らのご相談をお受けします。
接種をご希望の船員の方や海運事業者の方はご相談ください。
＜対象者＞
宇部市に住民票のある船員の方
宇部市内及び近隣の港に寄港中等の、市外に住民票がある船員の方
＜お問合せ先＞
宇部市新型コロナウイルス感染症医療対策室
電話 0836-39-9908 （平日8時30分～17時15分）

船員の方の住所地外接種届は省略できることになりました
船員の方は、寄港地等の住所地外での新型コロナワクチンの接種が
全国的に可能となり、市町村への住所地外接種届の事前提出は省略
できることになりました。接種会場の予約枠に空きがあれば、住所地外
の船員の方からの予約受付が可能です。

新型コロナウイルス感染症
医療対策室

0836-39-9908　 9月29日

１０　九州運輸局 ３５　山口県 下関市 しものせきし

山口県立下関武道館において新型コロナワクチン集団接種予約を受
け付けます。
同じ会場で接種日によってファイザー社製ワクチンを使用する日と、モ
デルナ社製ワクチンを使用する日がありますのでご留意ください。
■予約方法
 【インターネット（WEB）予約】
予約システム（外部サイト）
 予約システムの推奨ブラウザは、Chrome・Safari・Edge・FireFoxの最
新バージョンです。Internet Explorerではご利用いただけませんのでご
注意ください。
 【電話予約】
 下関市コロナワクチンコールセンター（有料）
TEL　0570-085671（毎日　午前9時～午後5時）
 ※船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必要な
方は、下関市コロナワクチンコールセンターにご相談ください。

保健部健康推進課 0570-085671 9月14日

１０　九州運輸局 ３５　山口県 山陽小野田市 さんようおのだし

長期乗船前の接種や、寄港中の接種を希望される場合で、日程調整
が必要な船員の方や、海運事業者の方からのご相談をお受けします。
対象となる方
•山陽小野田市内に住民票のある船員の方
•山陽小野田市内及び近隣の港に寄港中などの、市外に住民票のある
船員の方

健康増進課 0836-71-1814 9月21日



１０　九州運輸局 ３５　山口県 長門市 ながとし

船員の方については、他の自治体で接種券の発行を受けている方も
含め、予約日の調整を行っていますので、海運事業者のご担当者は長
門市コロナワクチン予約コールセンター（電話0837-27-0156）までご相
談ください。

健康福祉部健康増進課コロ
ナワクチン接種推進室

0837-27-0156 9月21日

１０　九州運輸局 ４０　福岡県 北九州市 きたきゅうしゅうし

本市で接種を希望される船員の方の接種については、以下のいずれ
かを選択いただくことが可能です。
1．集団接種会場での接種
【予約・相談方法】　コールセンター（0120-489-474）または各区役所相
談窓口で予約・相談
2．門司掖済会病院での接種
【予約・相談方法】　海運事業者の方が予約を行ってください。（船員個
人からの予約はご遠慮ください。）
詳細は、日本海員掖済会ホームページ（外部リンク）でご確認ください。
https://www.ekisaikai.com/publics/index/47/
　（注1）他の自治体で接種券の発行を受けている方も本市での接種が
可能ですので、予約の際にその旨をお申し出ください。
　（注2）接種券が手元にない場合でも、「接種券番号」がお分かりであ
れば予約は可能です。
ただし、接種日当日は接種券が必要になります。市外の方は当日まで
に接種券をお取り寄せください。

保健福祉局新型コロナウイ
ルス感染症医療政策部感
染症医療政策課

0120-489-474 9月14日

１０　九州運輸局 ４０　福岡県 福岡市 ふくおかし

船員の方で、福岡市に住民票はないが長期乗船の都合などで福岡市
での接種を希望する場合は、福岡市新型コロナワクチン接種コールセ
ンター（092-260-8405）に電話し、船員であることを伝えて予約を取っ
てください。接種券は必要です。

保健福祉局　健康医療部
福岡市ワクチン接種担当

福岡市新型コロナワク
チン接種コールセン
ター
092-260-8405

10月8日

１０　九州運輸局 ４１　佐賀県 唐津市 からつし

船員の人は、長期連続乗船・連続休暇という勤務パターンが多く、陸上
での限られた休暇期間中に接種を終える必要があります。また、住所
地から離れた場所で乗下船を行うことや、気象や港の混雑状況などの
影響により、予定どおりの日時や港に着岸できないこともあるなど、ワ
クチン接種の予約や接種を円滑に行うことが難しい場合があります。

船員の人で、新型コロナワクチンの接種日の調整が必要な人は、新型
コロナワクチン接種対策室に相談してください。
新型コロナワクチン接種対策室　電話番号：0955-53-8089

保健福祉部保健医療課
新型コロナワクチン接
種対策室

0955-53-8089 9月29日

１０　九州運輸局 ４２　長崎県 大村市 おおむらし

原則住民票所在地の市町村で接種を受けることとなりますが、次に該
当する人は、住民票所在地以外でのワクチン接種が可能です。ただ
し、大村市が接種している対象と同時期の接種になります。
＜住所地外接種届出を省略できる場合＞
・船員が寄港地等で接種を受ける場合

国保けんこう課新型コロナ
ウイルス感染症対策室

0570-095675 9月21日

１０　九州運輸局 ４２　長崎県 五島市 ごとうし

新型コロナワクチンは、原則、住民票所在地で接種を行いますが、以
下の事情により住民票がある自治体で接種ができない場合は、住民票
所在地以外で接種を受けることができます。
15.船員が寄港地等で接種を受ける場合

福祉保健部 国保・健康政
策課
新型コロナワクチン接種推
進チーム

0959-72-1095 9月17日



１０　九州運輸局 ４２　長崎県 諫早市 いさはやし

▼住所地外の接種（諫早市外在住の方が諫早市で接種をうける場合）
新型コロナワクチンの接種対象者は、原則住民票所在地の市町村に
おいて接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情がある場合
は、接種を希望する医療機関や接種会場がある自治体に事前に申請
を行うことにより、接種を受けることができます。
(1)住所地外の接種対象者
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・DV、ストーカーなど、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者など
※入院、入所している方、基礎疾患があり、主治医の下で接種する必
要のある方、市外の医療機関からの往診により自宅で接種を受ける
方、災害の被害にあった方、船員の方などは届出は不要です。

健康福祉部ワクチン接種推
進室

0957-46-6500 9月17日

１０　九州運輸局 ４２　長崎県 佐世保市 させぼし

下記の項目に該当する方で、佐世保市において接種を希望する場合
は、佐世保市への住所地外接種届の申請を省略することができます。
・船員の方（注3）
【注3】船員の方で、長期乗船前の接種等のため予約日の調整が必要
な場合や、市外在住の方で、仕事の都合上、寄港地である佐世保市で
接種を希望される場合など、ワクチン接種についてお困りの場合は佐
世保市ワクチン接種推進チーム（電話：25-8852）にご連絡ください。

保健福祉部健康づくり課

佐世保市保健福祉
部 新型コロナウイ
ルス感染症特別対
策室 ワクチン接種
推進チーム

0956-25-8852 9月27日

１０　九州運輸局 ４２　長崎県 長崎市 ながさきし

船員の方で、長期乗船前の接種等のため予約日の調整が必要
な場合や、市外在住の方で、仕事の都合上、寄港地である長崎
市で接種を希望される場合など、ワクチン接種について、お困り
の場合は、長崎市ワクチン接種コールセンター（0120-095827）ま
でご相談ください。

市民健康部新型コロナウイ
ルスワクチン
接種事業室

0120-095827 9月10日

１０　九州運輸局 ４２　長崎県 南島原市 みなみしまばらし

新型コロナワクチン接種を希望する船員等の方へ
船員など、特別な事情のある方で、予約日の調整が必要な方は、こど
も未来課（☎0957-73-6652）にご相談ください。
（注1）他の自治体で接種券の発行を受けている方も、本市での接種が
可能ですので、相談の際にその旨をお申し出ください。
（注2）接種券が手元にない場合でも、「接種券番号」がお分かりであれ
ば予約は可能です。ただし、接種日当日は接種券が必要になります。
市外の方は当日までに接種券をお取り寄せください。

福祉保健部　こども未来課 0957-73-6652 9月17日

１０　九州運輸局 ４３　熊本県 天草市 あまくさし

【以下の接種対象者は接種を行う医療機関などが所在する市町村へ
の届出が省略できます】
ワクチン接種
　◎入院・入所中の人
　◎基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある人
　◎災害の被害にあった人
　◎国または都道府県などが設置する「大規模接種会場」で接種を受
ける場合
　　（会場ごとの対象地域に居住している者に限る）
　◎職域接種を受ける場合
　◎船員が寄港地などで接種を受ける場合

健康福祉部　健康増進課 0969-27-5670 9月17日

１０　九州運輸局 ４３　熊本県 宇城市 うきし

宇城市外(県外)に住民票のある船員の方で、長期連続乗船・連続休暇
という勤務パターンにより接種機会が限られている方については、寄航
した際にご相談をお受付します。相談に際しては、コールセンター
(0570-077-751（９時～１８時）)にご連絡ください。

健康福祉部　健康づくり推
進課

0570-077-751 9月9日



１０　九州運輸局 ４３　熊本県 上天草市 かみあまくさし

船員の方へのワクチン接種についてお知らせします。
船員の方については、長期連続乗船や連続休暇などの特有の勤務形
態により、同一の接種会場および住所地での2回接種を終えることが
難しい場合があります。
このことから、住民票所在地以外の寄港地等での接種が認められ、住
所地外接種に関する事前の市町村への届出を省略することができま
す。
本市でのワクチン接種を希望される場合、下記までお問合せください。

上天草市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　電話0969‐28‐3383(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

健康福祉部 健康づくり推進
課

0969‐28‐3383 9月15日

１０　九州運輸局 ４３　熊本県 熊本市 くまもとし

ワクチン接種は、原則として住民票所在地で受けることとなっています
が、住民票が熊本市外にある方でも、一定の要件を満たす場合には、
熊本市での接種が受けられます。熊本市内でのワクチン接種が必要な
場合は、熊本市新型コロナワクチンコールセンター（096ー300-5577）に
お電話ください。
居住状況等の聞き取り後、事務局から「住所地外接種届出済証」を郵
送しますので、住民票所在地で発行された「接種券」と「住所地外接種
届出済証」を予約した接種会場へ持参していただくと、接種を受けるこ
とが出来ます。
ただし、船員や入院・入所者など、「住所地外接種届出済証」がなくても
接種を受けられる場合がありますので、詳細は「住所地外接種　事例
一覧」をご確認ください。

健康福祉局　保健衛生部
感染症対策課
新型コロナウイルスワクチ
ン対策プロジェクトチーム

096ー300-5577 9月17日

１０　九州運輸局 ４３　熊本県 八代市 やつしろし

八代市外に住民票があるが、八代市内でワクチン接種をされたい方の
うち、住所地外接種届出済証が必要な方は、住所地外接種届申請書
をご記入のうえ、接種券の写し・切手を貼った返信用封筒と一緒に八
代市新型コロナワクチン接種対策室（〒866-0072　八代市高下西町
1726-5）に郵送されるか、コロナワクチンナビ別ウィンドウで開きます
（外部リンク）から申請してください。
※船員の方が寄港地等で接種を受ける場合は、住所地外接種届の提
出は必要ありません。
接種を希望される方は、市ワクチン接種コールセンター（0965-30-
7500、平日9時～17時）にご相談ください

健康福祉部　健康推進課
新型コロナウイルスワクチ
ン接種対策室

0965-30-7500 9月17日

１０　九州運輸局 ４４　大分県 佐伯市 さいきし

佐伯市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 (受付時間
月～金(祝日を除く)8時30分～17時15分）
電話番号　 0972-22-3130
ファックス番号　0972-22-3124

健康増進課
新型コロナワクチン
予防接種相談窓口

0972-22-3130 9月14日

１０　九州運輸局 ４４　大分県 津久見市 つくみし

船員の方の新型コロナワクチン接種については、特有の勤務形態によ
り、限られた期間内に住所地で２回の接種を終えることが難しい場合
があります。
当市の港に寄港した際などにワクチン接種を希望する場合は、津久見
市新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム（電話0972-82-9523）
にご相談ください。

健康推進課(新型コロナウイ
ルスワクチン接種対策チー
ム)

健康推進課(新型コロ
ナウイルスワクチン接
種対策チーム)
0972-82-9523

10月8日

１０　九州運輸局 ４４　大分県 別府市 べっぷし

新型コロナワクチン接種は、原則、住民票所在地の市区町村で行うこ
ととなっています。しかし、やむを得ない事情がある場合は、所定の手
続きにより住民票所在地外での接種を行うことができます。
･船員が当市の港に寄港した際などにワクチン接種を希望する場合
ワクチンの予約後、接種をする際に、医療機関に住所地外接種の旨を
申告してください。

健康推進課　新型コロナウ
イルスワクチン接種対策係

0120-797-567 9月21日



１０　九州運輸局 ４５　宮崎県 日南市 にちなんし

船員の方のワクチン接種について
船員の方については、長期連続乗船や連続休暇などの特有の勤務形
態により、限られた期間内に住所地での２回接種を終えることが難しい
場合があります。
そのため、住民票所在地以外の寄港地等での接種が認められ、住所
地外接種に関する事前の市町村への届出を省略することができます。
本市でのワクチン接種を希望される場合は、添付の個別接種会場（市
内実施医療機関）をご確認いただき、直接電話等でご連絡をお願いし
ます。

個別の医療機関への連絡
(右記の個別接種会場をご
参照ください)

新型コロナワクチン接
種会場のご案内【個別
接種会場（市内実施医
療機関）】
https://www.city.nichin
an.lg.jp/main/data/7f1
2df58dceebf33920b1a0
8d9068298.pdf

9月30日

１０　九州運輸局 ４５　宮崎県 延岡市 のべおかし

船員の方については、他の自治体で接種券の発行を受けている方も
含め、予約日の調整を行っています。海運事業者のご担当者は、健康
増進課にご相談ください。
健康増進課(電話)　0982-22-7014

健康福祉部 健康増進課
健康福祉部 健康増進
課
0982-22-7014

10月8日

１０　九州運輸局 ４５　宮崎県 宮崎市 みやざきし

船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必要な場
合や、他の自治体で接種券の発行を受けている方で、仕事の都合上、
寄港地である宮崎市で接種を希望される場合など、ワクチン接種につ
いてお困りの場合は、宮崎市新型コロナワクチンコールセンター
（0985-78-0567）までご相談ください。

健康管理部 保健所 健康支
援課

0985-78-0567 9月16日

１０　九州運輸局 ４６　鹿児島県 指宿市 いぶすきし
船員であって、長期連続乗船などにより、接種予約が困難な方
(市外に住民票がある方を含む) 指宿保健センターにご相談ください。
TEL:0993-22-2111(内線629・634)

新型コロナウイルス感染対
策室

0993-22-2111
(内線629・634)

9月14日

１０　九州運輸局 ４６　鹿児島県 鹿児島市 かごしまし
船員の方で、長期乗船前の接種等のため、予約日の調整が必
要な方は、コールセンター（099-833-9567）にご相談ください。

健康福祉局保健部感染症
対策課

099-833-9567 9月8日

１０　九州運輸局 ４６　鹿児島県 南さつま市 みなみさつまし

船員の方の新型コロナワクチン接種については、特有の勤務形態によ
り、限られた期間内に住所地で２回の接種を終えることが難しい場合
があります。
そのため住所地外接種が認められ、その際の事前の届出も不要とされ
ています。また、長期乗船前の接種等をご希望の場合は、予約日の調
整も可能ですので、保健課地域健康係（0993-76-1524）までご相談く
ださい。

保健課　地域健康係 0993-76-1524 9月17日

１１　沖縄総合事務
局

４７　沖縄県 石垣市 いしがきし
・船員の方から個別に相談があった際には、可能な範囲で柔軟
に対応しますので、当センター（０９８０－８８－００８８）までご相
談ください。

市民保健部
健康福祉センター

０９８０－８８－００８８ 9月21日

１１　沖縄総合事務
局

４７　沖縄県 浦添市 うらそえし
・船員の方から個別に相談があった際には、可能な範囲で柔軟
に対応しますので、当課（０９８－８７５－２１００）までご相談くださ
い。

福祉健康部　健康づくり
課

０９８－８７５－２１００ 9月22日



１１　沖縄総合事務
局

４７　沖縄県 那覇市 なはし
・船員の方から個別に相談があった際には、「厚労省・国交省連
名事務連絡」のとおり柔軟に対応しますので、当室コールセン
ター（０９８－９１７－０７０７）までご相談ください。

健康部　健康増進課
新型コロナウイルスワク
チン接種推進室

０９８－９１７－０７０７ 9月22日

１１　沖縄総合事務
局

４７　沖縄県 宮古島市 みやこじまし
・船員の方から個別に相談があった際には、可能な範囲で柔軟
に対応しますので、当室（０９８０－７９－７８３１）までご相談くださ
い。

新型コロナウイルスワク
チン接種対策室

０９８０－７９－７８３１ 9月10日



℡ 0134-21-0021

fax0134-27-5805

℡ 045-261-8191

fax045-261-8149

℡ 078-781-1411

fax078-781-7300

unoki@ekisaikai-moji.jp

℡ 093-321-0984

Tel　095-824-0610

fAx　095-822-9985

大阪掖済会病院

〒550-0022

　大阪府大阪市西区本田2-1-10

事務部長：石丸

総務課長：西村

総務主任：海東

ホームページお問合せ

https://osakaekisaikai.jp/form.html

〇　ホームページお問合せから必要項目入力

●　氏名、生年月日、本人連絡先、

　　お問合せ内容に、接種兼番号、会社等連絡先、予約希望日時(２～３日)、接種回数、保険証持参

２．（公社）日本海員掖済会が運営する病院における船員へのワクチン接種について

・船員の方へのワクチン接種については、（公社）日本海員掖済会が運営する病院においても、船員向けの接種日を設け、船員の居住地にかかわらず、全国の船員の方へのワクチ
ン接種予約を受け付けていただけます。
・対象となる病院及び予約方法は以下のとおりです。予約は、海運事業者から行っていただきますようお願い致します。（船員の方個人からの予約はご遠慮ください。）
・その他の詳細につきましては、（公社）日本海員掖済会のホームページ（https://www.ekisaikai.com）をご覧ください。

　　　病　院　名 　　　　　予　約　窓　口
　　〇予約方法

　　●必要事項

小樽掖済会病院

　〒047-0032

　北海道小樽市稲穂１－４－１

健康管理センター

〇　電話で一報のうえ、必要事項●はFAXで送付

●　氏名（カナ）、生年月日、接種券番号、本人の緊急連絡先、会社等連絡先

横浜掖済会病院

　〒231-0036

　神奈川県横浜市中区山田町１－２

医事課長　大野

〇　電話

●　氏名、生年月日、接種券番号、本人の緊急連絡先、会社等連絡先

名古屋掖済会病院

　〒454-8502

　愛知県名古屋市中川区松年町４－６６

事務部長：井上

第二医事課課長補

佐：猪飼

TO：inoueka@ekisai.or.jp

CC：mikai@ekisai.or.jp

〇　会社の担当窓口からメール（宛先、CC）でお申し込みください。

　　・個人申込は不可です。

　　・電話での予約や問い合わせは、ご遠慮ください

　　予約完了の連絡を、遅くとも翌日までに返信します。

     ・接種可能日：10月15日、22日、27日、29日、11月5日、12日、以後未定（時間はすべて13時30分～15時30

分）

●　氏名（ふりがな）、生年月日（西暦）、接種券番号、本人の緊急連絡先、

　　1回目か2回目か（2回目接種の予約の要否、希望日、会社名（担当者、連絡先）

長崎掖済会病院

 〒850-0034

　長崎県長崎市樺島町5-16

総務課長

松野

○　電話で一報の上、必要事項●はFAXで送付

●　氏名（カナ）、生年月日、接種券番号、本人の緊急連絡先、会社等連絡先

神戸掖済会病院

　〒655-0004

　兵庫県神戸市垂水区学が丘１－２１－１

地域医療連携室

〇　FAX送付（（個人ではなく）各会社から送付願います。）

●　氏名（かな）、生年月日、本人の緊急連絡先、会社等連絡先、当院の診察券番号（あれば）、予約希望日時

門司掖済会病院

　〒801-8550

　福岡県北九州市門司区清滝１－３－１

庶務課

鵜木（うのき）

〇　メールにて希望者リストを送付願います。日時と接種枠を返信します。

●　氏名、生年月日（西暦）、接種券番号、住民票住所（市区町村）、本人の携帯電話番号、会社等連絡先

mailto:unoki@ekisaikai-moji.jp

