広報あしや

芦屋市

特別臨時号

65歳以上の人への

新型コロナワクチン接種のご案内
85歳以上の人に続き、65歳以上の人への予約を開始しま
す。市民の皆さんへ円滑にワクチンの接種を受けてもらう
ため、集団接種会場の予約枠を拡充し、個別の医療機関でも

接種が受けられるようになります。予約集中による混乱を避
けるため、年齢ごとにずらして予約の受け付けをしています。

■対象

芦屋市に住民登録があり令和３年度中に65歳以上に達する人
（昭和32年４月１日以前に生まれた人）
■予約開始日 各日とも午前９時から
年

集団接種会場
市立芦屋病院

齢

個別の医療機関

85 歳以上

受付中

80 歳以上

６月９日(水)から

昭和 12 年４月１日以前に生まれた人

昭和 17 年４月１日以前に生まれた人

75 歳以上

６月14日(月)から

65 歳以上

６月17日(木)から

昭和 22 年 4 月 1 日以前に生まれた人
昭和 32 年４月１日以前に生まれた人

６月17日(木) から

▶予 約 開 始 時 は 電 話 が つ な が り に く く 予 約 が
取りにくい状況が予想されます。ワクチンは
十分な量が供給される予定です。落ち着いて
ご対応ください。
▶個別の医療機関での接種開始日は
６月28日（月）からです。
予約を完了した人は、
体調不良などやむを得な
い場合を除き、
予約の変更はできません。
円滑な予約とワクチンの無駄な廃棄を発生さ
せないためです。ご協力をお願いいたします。

▶集団接種の日程が先になりますので、早期の接種を希望する人は、集団接種を
ご利用ください。

■予約方法

窓口・ファクスでの
予約はできません

予約はインターネットかコールセンターへの電話のみです

予約開始日がきたら、必ずお手元に接種券をご準備いただき、電話（10桁の接種券番号をお伝えください）かインターネット
（Web）で予約してください。

インターネット(Web)で予約
← こちらの２次元コード
か芦屋市ワクチン接種
Web予約サイトから
予約できます
芦屋市

ワクチン接種

予約

電話で予約 芦屋市新型コロナワクチンコールセンター
ゼロ

ロク

ゴー

ゴー

☎0797-31-0 6 5 5

※間違い電話が多発しています。よく確認してからお電話ください。

受付時間

月～金 午前９時～午後５時30分
土・日 午前10時～午後６時30分

▶聞こえや言葉で配慮を必要とされる人は穐 3 1 - 1 0 1 8 へ相談ください（相談は予約開始前から受付）。

■基礎疾患のある人・65歳未満の皆さんへ
ワクチン接種の優先順位は ①医療従事者等 ②65歳以上の高齢者

③基礎疾患のある人・高齢者施設等の従事者・60 ～ 64歳の人
④16 ～ 59歳の人です。

■自衛隊大阪大規模接種センター（大阪センター）への予約
兵庫県民の65歳以上の人の予約開始日は５月31日（月）からです。
芦屋市での接種予約との二重予約は絶対にしないでください。

希望者は必ず接種できます。
接種に関する予定が決まり次第、
順次お知らせしますので
今しばらくお待ちください。

詳しくは防衛省
ホームページを
ご確認ください →

広報あしや

芦屋市

特別臨時号

■接種会場 すべての予約はインターネットまたはコールセンターで。
接種券をお手元に準備してからお電話くだ
さい。１回目の接種のみ予約していただき
ます。２回目接種は３週間後の同じ会場・同
じ曜日・同じ時間となります。
※特別警報が発令された場合は中止します。
警報が発令された場合は、市ホームぺージを確認・
コールセンターへ問い合わせください。

電話で予約

インターネット(Web)
で予約

芦屋市新型コロナワクチン コールセンター
ゼロ ロク ゴー ゴー

２次元コードか芦屋市
ワクチン接種
Web予約サイ
トから予約で
きます

☎0797-31-0655

おかけ間違いのないよう、よく確認してからお電話ください。

受付時間
月～金 午前９時～午後５時30分 土・日 午前10時 ～午後６時30分

集団接種会場 (保健福祉センター・市民センター・潮芦屋交流センター)
高齢者の接種については、７月末を目途に完了を目指していますが、ご本人の体調や都合による場合は８月以降も予約できます。

１回目予約日程
保健福祉センター
（呉川町 14-9）
市民センター
（業平町 8-24）
潮芦屋交流センター
（海洋町 7-1）
時

間

月曜日～金曜日
７月５日～９日

土曜日

日曜日

６月 12 日

６月 13 日

～８月７日

～８月８日

の土曜日

の日曜日

午後１時 30 分
～６時 30 分

午前 10 時～午後１時
午後１時 30 分
～６時 30 分

７月 26 日～ 30 日

８月 16 日～ 20 日
７月 12 日～ 16 日

８月２日～６日

８月 23 日～ 27 日

※毎週火曜日を除く

７月 19 日～ 23 日

８月９日～ 13 日

※毎週水曜日を除く
午後１時 30 分～４時 30 分

▶会場へは公共交通機関をご利用くだ
さい。
▶左記以降の日程は広報あしや７月
号・市ホームページでお知らせし
ます。
▶当 日 キ ャ ン セ ル 分 の ワ ク チ ン は
国 の 通 知 に 基 づ き、集 団 接 種 会 場
の 安 定 運 営 の た め、廃 棄 す る こ と
なく集団接種会場従事者へ接種
します。

市立芦屋病院（朝日ケ丘町39-１）
接種会場：南駐車場地下１階

時間：月～金曜日 午後１時30分～４時30分

各医療機関で予約はできません。
電話・訪問での予約の問い合わせはしないでください。
各医療機関の接種予約ができる時間はコールセンター・インターネット予約画面でご確認ください。

個別の医療機関 （接種開始は６月28日から）
どなたでも接種できる医療機関

（50音順）
17. 松葉医院

翠ケ丘町 1-4

大原町 20-19-2F

18. 松村内科クリニック

伊勢町 7-27

11. 大森医院

浜風町 3-4

19. みむらクリニック

大原町 15-14

12. かわもり小児科

竹園町 6-22

20. 村松医院

浜町 10- ５

５. あしやサニークリニック 内科 翠ケ丘町 2-8-101

13. 坂本泌尿器科

朝日ケ丘町 39-1

21. 毛利耳鼻咽喉科

南宮町 10-24

６. 芦屋セントマリアクリ
ニック

大原町 5-20

14. 多田医院

打出小槌町 13-5

22. よねくらクリニック

船戸町１-29-5F

７. 芦屋セントマリア病院

朝日ケ丘町 8-22

15. 永松クリニック

松ノ内町 10-18

23. 渡辺産婦人科小児科

船戸町 6-21

８. 芦屋たいらクリニック

川西町 6-19

16. ながれたに内科クリニック 津知町 3-12

１. 青い鳥クリニック
２. 芦屋〇
R いいだ内科クリ
ニック
３. 芦屋駅前小野内科クリ
ニック
４. 芦屋グランデクリニック

南宮町 12-24-2

９. ありがとう芦屋クリニック 船戸町 3-24-1-1F

公光町 11-5-301

10. いまむらクリニック

大原町５-22-1F
前田町 3-5

継続受診中の人のみ接種できる医療機関

（50音順）

24. 芦屋おく内視鏡クリニック

大桝町１-25-1F

36. 重信医院

西山町 11-3

48. ふじクリニック

精道町 6-13-1F

25. 芦屋橋本クリニック

業平町 6-31

37. 筋師内科皮ふ科医院

岩園町 7-26

49. 藤崎整形外科

船戸町 2-1-206

26. 芦屋やまもとクリニック

東山町 29-19

38. 須山脳神経外科クリニック 精道町 7-1-3F

50. 古川耳鼻咽喉科医院

大原町 5-1

27. あずみクリニック

松ノ内町 6-23

39. ちゃばたクリニック

春日町 4-4-1F

51. 本田外科胃腸科

宮川町５-11

28. 有田クリニック

宮塚町 16-6

40. 冨永医院

公光町 10-20

52. 前川クリニック

西蔵町 4-5

29. 池本脳神経クリニック

大原町 20-19-1F

41. 長澤クリニック

船戸町 2-1-107

53. 南芦屋浜病院

陽光町３-21

30. いとう医院

西芦屋町 8-19

42. なかにしクリニック

船戸町３-23-3F

54. 宮﨑内科クリニック

春日町 7-3-201

31. ウィメンズクリニック布谷

船戸町 1-29-5F

43. ならばやし内科・呼吸器
船戸町 1-29-5F
内科クリニック

32. 上田内科

朝日ケ丘町 2-24

44. 西川内科

船戸町 4-1-401

56. 吉田内科クリニック

業平町 5-2-6F

33. 上塚耳鼻咽喉科

打出小槌町 8-10

45. にしわき消化器内科・
外科クリニック

浜町 9-9

57. 渡辺内科クリニック

高浜町 7-2-105

34. 高内科

東山町 5-8-2F

46. 野村医院

伊勢町 5-10

35. さわだクリニック

川西町 8-12

47. 平林医院

浜町 9-5-101

55. メイプルこどもクリニック 岩園町 1-7

