
9日（日） 16日（日） 23日（日） 30日（日） 6日（日） 13日（日） 20日（日） 27日（日） 4日 11日（日） 18日（日）

中央地域１ 第四中 第四中 第四中 第四中 第七小 第七小 第七小 第七小 第七小

中央地域２ 第三小 第三小 第三小 第七小 第三小 第五中 第五中 第五中 第五中 第五中

中央地域３ 第四小 第四小 第四小 第四小 第四小 いずみの森 いずみの森 いずみの森 いずみの森 いずみの森

中央地域４ 第十小 第十小 第十小 第十小 大和田小 大和田小 大和田小 大和田小 大和田小

中央地域５ 中野北小 中野北小 中野北小 中野北小 中野北小 清水小 清水小 清水小 清水小 清水小

中央地域６ 第五小 第五小 第五小 第五小 第五小 第五小

北部地域１ 小宮小 小宮小 小宮小 小宮小 小宮小

北部地域２ 加住小 加住小 加住小 加住小 高倉小 加住小 加住小 加住小 小宮小 小宮小

北部地域３ 宇津木台小 宇津木台小 高倉小 宇津木台小 宇津木台小 石川中 石川中 石川中 石川中 石川中

北部地域４ 第一中 第一中 第一中 第一中 第八小 第八小 第八小 第八小 第八小 第八小

西南部地域１ 散田小 散田小 散田小 横山第二小 散田小 横山第二小 横山第二小 横山第二小 横山第二小 横山第二小

西南部地域２ 長房小 長房小 長房小 船田小 長房小 船田小 船田小 船田小 船田小 船田小

西南部地域３ 館小 館小 館小 館小 館小 館小 館小 館小 館小

西南部地域４ 山田小 山田小 山田小 山田小 山田小 椚田小 椚田小 椚田小 椚田小 椚田小

西南部地域５ 緑が丘小 緑が丘小 緑が丘小 横山第一小 緑が丘小 横山第一小 横山第一小 横山第一小 横山第一小 横山第一小

西南部地域６ 浅川小 浅川小 浅川小 浅川小 浅川小 東浅川小 東浅川小 東浅川小 東浅川小 東浅川小

西部地域１ 元八小 元八小 元八小 元八小 元八小 弐分方小 弐分方小 弐分方小 弐分方小 弐分方小

西部地域２ 城山小 城山小 城山小 城山小 城山小 恩方第一小 恩方第一小 恩方第一小 恩方第一小 恩方第一小

西部地域３ 元木小 元木小 元木小 元木小 元木小 上壱分方小 上壱分方小 上壱分方小 上壱分方小 上壱分方小

西部地域４ 川口小 川口小 楢原小 川口小 川口小 陶鎔小 陶鎔小 陶鎔小 陶鎔小 陶鎔小

西部地域５ 松枝小 松枝小 松枝小 松枝小 松枝小 横川小 横川小 横川小 横川小 横川小

東南部地域１ 由井第一小 由井第一小 由井第一小 長沼小 由井第一小 長沼小 長沼小 長沼小 長沼小 長沼小

東南部地域２ 高嶺小 高嶺小 高嶺小 中山小(東部) 高嶺小 片倉台小 片倉台小 片倉台小 片倉台小 片倉台小

東南部地域３ みなみ野小 みなみ野小 みなみ野小 由井第三小 みなみ野小 由井第三小 由井第三小 由井第三小 由井第三小 由井第三小

東南部地域４ みなみ野君田小 みなみ野君田小 みなみ野君田小 みなみ野君田小 みなみ野君田小 打越中 打越中 打越中 打越中 打越中

東南部地域５ 七国中 七国中 七国中 七国中 七国小 七国小 七国小 七国小 七国小 七国小

東部地域１ 由木東小 由木東小 由木東小 由木中央小 由木東小 松が谷小 松が谷小 松が谷小 由木東小 松が谷小

東部地域２ 愛宕小 愛宕小 愛宕小 愛宕小 愛宕小 上柚木小 上柚木小 上柚木小 上柚木小 上柚木小

東部地域３ 松木小 松木小 松木小 松木小 松木小 別所小 別所小 松木小 別所小 別所小

東部地域４ 長池小 長池小 長池小 南大沢小 長池小 柏木小 柏木小 柏木小 柏木小 柏木小

東部地域５ 由木中 由木中 由木中 由木中 由木中 由木中央小 由木中央小 由木中央小 由木中央小 由木中央小

18校 19校 30校 29校 30校 30校 29校 30校 30校 30校

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場（日曜日）
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