
市内ワクチン接種の状況

空き家の現地調査を行います
問い合わせ　市都市管理課☎62・5036

　建築物の所有者や管理者は、その建築物の敷地・構造および建築設備を常時適正な状態に維持することが、
建築基準法第８条で定められています。また、市では「福津市空家等の適正管理に関する条例」に基づき適正
な管理をお願いしています。
　しかしながら、適正に管理されないことによって地域住民の皆さ
んが困惑している空き家も増加してきています。このため、市では
令和３年度に空き家の実態調査を行い、所有者や管理者へ管理指導
を行うことで、空き家の利活用を進めていく予定です。これに伴い、
調査員が市内全域で空き家の現地調査を行います。なお、調査員に
よる空き家の現地調査は、敷地内には入らず道路上から行い、調査
員は写真入りの調査員証を携行します。 ▲調査員証（見本）

現
地
調
査
の
流
れ

現地調査
・委託先：福津市シルバー人材センター
・市内にある戸建て住宅（店舗併用住宅を含む）全軒を道路上から目
　視で確認し、空き家と思われるものについては項目調査・写真撮影
　を行い、集計します。

意向調査
・現地調査の集計情報と所有者情報などから空き家と思われる建
　物などの所有者や管理者を絞り込み、将来に関する意向を確認
　するアンケートを発送・集計し、データ分析を行います。

空き家の
利活用推進

・今後の市の施策検討の基礎資料とします。
・空き家バンクなど、市の施策を建物などの所有者や管
　理者にご案内し、空き家の利活用を進めていきます。

　接種券が届きしだい、市で受け付けている「【医療機関（個別接種）】」
もしくは「【集団接種】」での接種予約をお願いします。かかりつけの医療
機関での接種を希望する人は、直接、その医療機関へお尋ねください。
・12～16歳の基礎疾患がある人で申請した人は、随時発送します
・12～16歳の職域・大規模接種会場でファイザー社製のワクチン接種を受ける人で申請した人は、
　随時発送します。
　※12～17歳はファイザー社製のワクチンのみの接種となっており、職域・大規模接種会場で、武田
　／モデルナ社製のワクチンが使われている場合は、接種を受ける日に18歳以上の人が対象です。

※65歳以上のかたも引き続き接種予約を受け付けています
※新型コロナワクチンに関する最新の情報は随時更新しています。
　詳しくは市公式ホームページをご覧ください
　URL：https://www.city.fukutsu.lg.jp/information/corona/7109.html

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

予約方法
・予約の際は、接種券に掲載している10桁の接種券番    
   号が必要です

・1回目の接種と2回目の接種の間隔が概ね3週間にな
　るように、予約開始日や接種日程、ご自身の予定など
　を確認し、2回目の接種予約をしてください。
（1回目と2回目の予約は、同時にはできません）

・予約開始日や接種日程などは、次のページをご覧ください。

▶市公式ホームページのQRコード

福津市空家現地調査員証

の全ての人に接種券を発送します7月26日に
17～49歳

8月初旬に
13～16歳 ※令和４年４月１日現在の年齢。ただし、12歳の人に関して

　は12歳になった翌月

　６月当初の予約開始時には、電話がつながりにくかったり、インターネット予約枠がすぐに埋まった
りと、大変ご迷惑をお掛けしました。現在は、電話回線やイ
ンターネット予約枠の増加に加えて、市内の各医療機関のご
協力のおかげもあり、ワクチン接種は順調に進んでいます。
　7月上旬からはイオンモール福津、宗像水光会総合病院
の協力を得て、小・中学校教職員、保育所職員、幼稚園教職
員、学童保育所の指導員などの子どもに業務上接触する機
会が多いかたや、クラスターが発生した場合の影響が大き
い介護サービス事業の従事者などを対象に、優先的に接種
を行っています。 ▲イオンモール福津で接種を受ける保育所職員
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 【集団接種】
  日程と接種会場
　現在までの予約状況やワクチン供給量などを考慮し、当初の予定を変更しています。

受付時間
と人数

ふくとぴあ　手光南2-1-1
津屋崎行政センター　津屋崎1-7-2
市役所別館大ホール　中央1-1-1

●接種は無料です　
●1人2回接種します
●使用するワクチンはファイザー社製です
●市役所窓口では予約は受け付けません

新型コロナワクチン接種の　予約について ※接種券をお持ちのかたが予約できます
最新の情報は、市公式ホームページでご確認ください

曜日
水・木・土曜日
日曜日

受付時間
  午後1時45分～午後4時30分

 午前9時45分～午後0時30分、  午後1時45分～午後4時30分

全て
予約制

8

月

日程
15日（日）
18日（水）
19日（木）
22日（日）※午後のみ
26日（木）
28日（土）
29日（日）※午後のみ

接種会場
市役所

津屋崎行政センター
津屋崎行政センター
ふくとぴあ
ふくとぴあ
ふくとぴあ
ふくとぴあ

8

月

日程
１日（日）
５日（木）
７日（土）
８日（日）
12日（木）

接種会場
ふくとぴあ
ふくとぴあ
ふくとぴあ
ふくとぴあ

津屋崎行政センター

・予約専用ナビダイヤル☎0570・094056
　 受付時間 午前9時～午後5時（土・日曜日、祝日も受け付け）
・インターネットでの予約※24時間受け付け

福津市新型コロナワクチンコールセンター福津市新型コロナワクチンコールセンター
相談窓口 ☎0940・62・6078、FAX0940・42・6939
　　　　 メール　system3@city.fukutsu.lg.jp
受付時間 午前 9時～午後 5時
　　　　 （土・日曜日、祝日も受け付け）　　　　

◆7月16日（金）午前9時から受付開始 ◆8月13日（金）午前9時から受付開始

 【医療機関（個別接種）】 ※以下のリストの他に、かかりつけ患
　者のみ接種を受け入れる医療機関が
　あります。受診時にお尋ねください

医療機関名
明日花クリニック

たけなかこどもクリニック

とも子どもクリニック

福津中央クリニック

松岡内科

吉村耳鼻咽喉科医院

津屋崎中央病院

宗像水光会総合病院
（接種会場は水光会ウエルネスセンター）

宮城病院

東福間病院

ひまきのクリニック

住　所
日蒔野3-1-109

中央6-22-33

日蒔野5-13-1

日蒔野5-17-1

宮司6-4-1

中央5-25-24

渡1564

日蒔野5-7-1
（日蒔野5-8-4）

日蒔野5-12-2

津丸1164-3

日蒔野5-5-11

予約方法

・予約専用ナビダイヤル
　☎0570・094056
　受付時間 午前9時～午後5時（土・日曜日、祝日も受け付け）

・インターネットでの予約
　※24時間受け付け

　  URL：https://www.city.fukutsu.lg.jp/information/corona/7109.html

・予約開始日と接種予約できる期間

　
　

※医療機関への電話での問い合わせは絶対にしないでください

接種予約できる期間
8月1日（日）～8月14日（土）
8月15日（日）～8月31日（火）
9月1日（水）～9月15日（水）
9月16日（木）～9月30日（木）

予約開始日
7月16日（金）午前9時～
7月30日（金）午前9時～
8月13日（金）午前9時～
8月27日（金）午前9時～

全て
予約制

予約方法
電話のみ（毎週月・火・水曜日午後３時～午後５時に翌週分の予約受付）
専用ダイヤル☎080-1732-6788
電話のみ　☎0940-43-8282
電話のみ（毎週火曜日午後0時30分～午後1時30分受付）
専用ダイヤル☎0940-52-4374 
窓口受付・電話　専用ダイヤル☎0940-43-0772

窓口受付のみ

窓口受付のみ（接種券を持参）
※電話はご遠慮ください　

窓口受付のみ（患者家族も可）　※電話はご遠慮ください

通院中の患者のみ予約可。診察時に予約してください。
※電話はご遠慮ください　
8月までの予約は終了。今後は8月18日（水）以降に予約受付再開予定

8月の予約は終了※電話はご遠慮ください

医療機関名

あいだ医院

福津内科クリニック

まつなが小児科医院

東福間病院

松野脳神経クリニック

しば田クリニック

ひまきのクリニック

石田レディースクリニック

みやじ参道クリニック

福間諏訪クリニック

工藤こうじクリニック

こじまクリニック

上田医院

中須賀内科循環器科

中島外科医院

勝浦クリニック

住　所

東福間3-4-3

中央4-20-17

宮司浜3-22-24

津丸1164-3

光陽台1-1-5

中央3-9-1

日蒔野5-5-11

有弥の里2-10-17

宮司2-1-50

中央6-19-1

日蒔野5-14-1

津屋崎3-16-20

宮司6-10-1

花見が丘1-5-15

宮司浜3-26-31

勝浦3154-2

※窓口受付や診察時の受け付けのみとしている医療機関への電話でのお問い合わせは絶対にしないでください

※令和3年7月14日現在

◆かかりつけ患者の受付　※予約の際には、接種券をご準備ください

◆かかりつけ患者以外も予約できます

▶市公式ホームページのQRコード

▲市公式ホームページの
　QRコード

9

月

日程
２日（木）
５日（日）※午後のみ
８日（水）
12日（日）※午後のみ

接種会場
津屋崎行政センター
ふくとぴあ

津屋崎行政センター
市役所　

◆7月30日（金）午前9時から受付開始
◆8月27日（金）午前9時から受付開始

9

月

日程
16日（木）
18日（土）
22日（水）
26日（日）※午後のみ
30日（木）

接種会場
ふくとぴあ

津屋崎行政センター
津屋崎行政センター
ふくとぴあ

津屋崎行政センター　

 URL：https://www.city.fukutsu.lg.jp/information/corona/7109.html

予約方法

 共通事項　接種当日に持っていくもの
□接種券  　 □本人確認書類（運転免許証やマイナンバーカードなど）
□予診票  　 □お持ちであればお薬手帳
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