
01 北九州市 802-0003 北九州市⼩倉北区⽶町⼆丁目２番１号 新⼩倉ビル４階
(北九州市新型コロナウイルスワクチン接種オペレーションセンター)

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

814-0001
市医師会に加⼊している医療機関
福岡市早良区百道浜１丁目６番９号

市医師会に加⼊している医療機関
⼀般社団法⼈ 福岡市医師会 地域医療課

810-8620
市医師会に加⼊していない医療機関
福岡市中央区天神⼀丁目８－１

市医師会に加⼊していない医療機関
保健福祉局新型コロナウイルスワクチン接種担当

03 大牟田市 836-0851 大牟田市笹林町1-1-2 保健センター仮事務室２階 保健福祉部新型コロナワクチン接種推進室

04 久留⽶市 830-8520 久留⽶市城南町１５番地３ 新型コロナウイルスワクチンプロジェクト

05 直方市 822-8501 直方市殿町７-1 健康⻑寿課健康推進係

06 飯塚市 820-8605 飯塚市忠隈523番地 市⺠協働部健幸保健課新型コロナウイルス対策担当

07 田川市 825-8501 田川市中央町1番1号 保健福祉課

08 柳川市 832-8601 柳川市本町87番地１ 健康づくり課

09 ⼋⼥市 834-8585 ⼋⼥市本町647番地 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係

10 筑後市 833-8601 筑後市大字山ノ井898番地 市⺠⽣活部ワクチン接種対策室

11 大川市 831-8601 大川市大字酒⾒256番地1 健康課健康推進係

12 ⾏橋市 824-8601 ⾏橋市中央⼀丁目1番1号 地域福祉課

13 豊前市 828-8501 豊前市大字吉木955番地 健康⻑寿推進課 健康増進係

14 中間市 809-0014 中間市蓮花寺三丁目１番６号 保健センター

15 ⼩郡市 838-0126 ⼩郡市⼆森1167-1 健康課健康推進係

16 筑紫野市 818-0013 筑紫野市岡田３丁目１１番地１ 健康福祉部健康推進課

17 春日市 816-0851 春日市昇町1丁目120番地 健康スポーツ課健康づくり担当

18 大野城市 816-0934 大野城市曙町2丁目2番1号 すこやか福祉部 健康課

19 宗像市 811-3492 宗像市東郷⼀丁目１番１号 健康福祉部新型コロナワクチン接種推進室

20 太宰府市 818-0198 太宰府市観世音寺⼀丁目1番1号 ワクチン接種特別対策班（元気づくり課）

21 古賀市 811-3116 古賀市庄205番地 健康介護課新型コロナウイルス対策係

22 福津市 811-3293 福津市中央１－１－１ 健康福祉部新型コロナワクチン接種対策室

23 うきは市 839-1393 うきは市吉井町新治316 保健課

24 宮若市 823-0011 宮若市宮田２９番地１ 健康福祉課健康対策係

25 嘉麻市 820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1 健康課健康推進係

26 朝倉市 838-0068 朝倉市甘木198番地1 新型コロナウイルスワクチン接種対策室

27 みやま市 835-8601 みやま市瀬高町⼩川5
健康づくり課健康係
(新型コロナウイルスワクチン接種対策室)

28 糸島市 819-1192 糸島市前原⻄1-1-1 健康づくり課

29 那珂川市 811-1292 那珂川市⻄隈1丁目1番1号 新型コロナウイルスワクチン接種推進担当

30 宇美町 811-2192 糟屋郡宇美町宇美５丁目１番１号 健康福祉課 健康⻑寿係

31 篠栗町 811-2417 糟屋郡篠栗町中央1丁目9番2号 篠栗町総合保健福祉センター 健康課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室

32 志免町 811-2292 糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号 健康課

33 須恵町 811-2193 糟屋郡須恵町大字須恵771番地 健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種推進室

34 新宮町 811-0119 糟屋郡新宮町緑ケ浜4丁目3番1号新宮町福祉センター 健康福祉課

35 久山町 811-2501 粕屋郡久山町大字久原1822-1ヘルスＣ＆Ｃセンター 健康課

36 粕屋町 811-2314 糟屋郡粕屋町若宮1丁目1-1 新型コロナウイルスワクチン接種事業事務室

37 芦屋町 807-0198 遠賀郡芦屋町幸町2-20 健康・こども課

38 水巻町 807-0025 遠賀郡水巻町頃末南3丁目11-1 健康課

39 岡垣町 811-4233 遠賀郡岡垣町野間⼀丁目⼀番⼀号 健康づくり課

40 遠賀町 811-4392 遠賀郡遠賀町大字今古賀５１３ 健康こども課

41 ⼩竹町 820-1192 鞍手郡⼩竹町大字勝野3167番地1 健康増進課

42 鞍手町 807-1392 鞍手郡鞍手町大字中山３７０５番地 保険健康課

43 桂川町 820-0693 嘉穂郡桂川町大字土居３６１番地 健康福祉課

44 筑前町 838-0298 朝倉郡筑前町篠隈373  健康課 新型コロナワクチン接種対策室

45 東峰村 838-1692 朝倉郡東峰村大字⼩石原 941-9 保健福祉課

46 大刀洗町 830-1298 三井郡大刀洗町大字冨多819 健康課

47 大木町 830-0416 三潴郡大木町大字⼋町牟田255番地１ 健康福祉課

48 広川町 834-0115 ⼋⼥郡広川町大字新代1804-1 住⺠課健康係

49 香春町 822-1492 田川郡香春町大字高野994 保険健康課

50 添田町 824-0691 田川郡添田町大字添田2151番地 保健福祉環境課

51 糸田町 822-1316 田川郡糸田町1971－1番地 糸田町保健センター

52 川崎町 827-0004 田川郡川崎町大字田原804 川崎町保健センター 健康づくり課

53 大任町 824-0512 田川郡大任町大字大⾏事３０６７ 住⺠課

54 赤村 824-0432 田川郡赤村大字内田1188番地 住⺠課

55 福智町 822-1101 田川郡福智町赤池970番地1 コスモス保健センター

56 苅田町 800-0392 京都郡苅田町富久町１丁目19番地１ 子育て・健康課
57 みやこ町 824-0892 京都郡みやこ町勝山上田960番地 子育て・健康支援課
58 吉富町 871-0811 築上郡吉富町大字広津342番地 吉富あいあいセンター 子育て健康課

59 上毛町 871-0992 築上郡上毛町大字垂水1321番地1 子ども未来課

60 築上町 829-0392 築上郡築上町大字椎田891番地2 新型コロナウイルスワクチン接種対策班

02 福岡市
※市医師会加⼊の有無
により送付先が異なり
ます

福岡県新型コロナウイルスワクチン接種に係る時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派
遣事業申請書類 送付先⼀覧

市町村名 担当課郵便番号 住所


