
新型コロナワクチン
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初回(1回目・2回目）接種を完了した18歳以上の方に対して、追加接種(３回目)

３回目接種ではファイザー社ワクチンまたはモデルナ社ワクチン（mRNAワクチン）のどちら

かを１回接種します。1回目・2回目に接種したワクチンの種類に合わせる必要はありません。

モデルナ社ワクチンの接種を希望される場合は、２月以降の接種となります。

なお、1・2回目接種とワクチンの種類を変えても有効な抗体が得られます。

［中に入っているもの］

①予防接種済証

②接種券付き予診票（追加接種用）※

③追加接種の案内チラシ

④ワクチン説明書

こちらの封筒が届きます。接種券・同封物

3回目接種のワクチン

しん がた

せっしゅ じょうほう

ながはまし

ねん がつ にち はっこう

ついか せっしゅ かいめ

追加接種（３回目）について
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しょかい かいめ かいめ せっしゅ かんりょう さい いじょう かた たい ついか せっしゅ かいめ

せっしゅけん どうふうぶつ ふうとう とど

なか はい

せっしゅけん つ よしんひょう ついか せっしゅよう

よぼう せっしゅ ずみしょう

ついか せっしゅ あんない

せつめいしょ

よしんひょう みぎかた なまえ はい せっしゅけん

かいめ せっしゅ

かいめ せっしゅ しゃ しゃ

かい せっしゅ かいめ かいめ せっしゅ しゅるい あ ひつよう

しゃ せっしゅ きぼう ばあい がつ いこう せっしゅ

かいめ せっしゅ しゅるい か ゆうこう こうたい え

※「予診票」の右肩に名前の入った「接種券」がついています。

※接種券がなければ予約できません。
せっしゅけん よやく

を実施します。
じっし

接種開始時期

たいしょうしゃ

対象者
せっしゅ かいし じき

接種開始時期

医療従事者、施設入所者・従事者、

通所サービス利用者・従事者※、

入院患者

※通所サービス利用者・従事者は通所施設が

実施する場合に限る

２回目接種後、６ヶ月経過後

高齢者
２回目接種後、７ヶ月経過後

（令和４年２月以降）

上記以外の１８歳以上の方 ２回目接種後、８ヶ月経過後

せっしゅ かいし じき

いりょう じゅうじしゃ しせつ にゅうしょしゃ じゅうじしゃ

つうしょ りようしゃ じゅうじしゃ

にゅういんかんじゃ

つうしょ りようしゃ じゅうじしゃ つうしょしせつ

じっし ばあい かぎ

かいめ せっしゅ ご げつ けいか ご

かいめ せっしゅ ご げつ けいか ご

かいめ せっしゅ ご げつ けいか ご

れいわ ねん がつ いこう

こうれいしゃ

じょうき いがい さい いじょう かた



地区 医院名 電話番号 地区 医院名 電話番号 地区 医院名 電話番号

長浜
メディカルアート

澤田医院
62-0875 長浜

森上内科循環器科

クリニック
64-4846 湖北 みやこクリニック 78-1884

近藤クリニック 64-2110 クリニック・ムライ 65-2125 安達クリニック 78-0005

西川医院 62-4412 セフィロト病院 62-1652 江村医院 79-0007

岩本整形外科 64-1866 岡崎医院 65-0019 高月 雨森医院 85-3106

つかクリニック 53-3410 東野医院 65-3380 上松医院 85-3189

はまたに内科・循環器

内科クリニック
53-3017 浅井 浅井診療所 74-1209 布施内科医院 85-5600

佐々木クリニック 53-1701 浅井東診療所 76-8111 安井医院 85-3110

筧医院 62-7330 おしたにクリニック 74-2011 木之本 岩根医院 82-2045

布施クリニック 65-3811 びわ 橋本医院 72-3668 荻野医院 82-5177

小林クリニック 65-6060 東川クリニック 72-8633 前川医院 82-2038

西浅井 にしあざい診療所 89-0012
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接種場所と使用するワクチン
せっしゅしゅべつ

接種種別
しよう

使用するワクチン
せっしゅ ばしょ

接種できる場所

こべつ せっしゅ

個別接種

しゃ

ファイザー社
ワクチン

各開業医、診療所（下記の医療機関リストで確認ください）

長浜病院、湖北病院

しゅうだん せっしゅ

集団接種

しゃ

モデルナ社
ワクチン

市が設置する集団接種会場

・西友長浜楽市店（八幡東町）

・北部健康推進センター（高月町渡岸寺）

※当面の間は、中之郷診療所（余呉）、塩津診療所（西浅井）、浅井文化

ホール（浅井）でも実施します

※予約のときは、電話番号をお間違えのないようにご注意ください。

当日の持ち物(個別接種)

○予防接種済証

○接種券付き予診票（追加接種用）

○おくすり手帳（毎日服用している薬がある方）

せっしゅ ばしょ しよう

せいゆう ながはま らくいち てん やわたひがしちょう

かく かいぎょうい しんりょうしょ かき いりょう きかん かくにん

ながはま びょういん こほく びょういん

し せっち しゅうだんせっしゅ かいじょう

ほくぶ けんこう すいしん たかつきちょうどうがんじ

とうめん あいだ なかのごうしんりょうしょ よご しおつしんりょうしょ にしあざい あざい ぶんか

あざい じっし

個別接種場所（地区別順不同）

こべつ せっしゅ ばしょ
ちくべつ じゅんふどう

れいわ ねん がつ にち じてん じょうほう せっしゅ きぼう いりょう きかん ちょくせつ よやく

ながはま ながはま

あざい

きのもと

令和3年12月14日時点の情報です。接種を希望する医療機関へ直接予約してください。

予約開始日や接種日は、各医療機関におたずねください。
よやく かいしび せっしゅび かく いりょう きかん

さわだいいん

たかつき

こほく

にしあざい

こんどう

いわもとせいけいげか

にしかわいいん

ないか

ささき

いわねいいん

おかざきいいん

ふせ

かけいいいん

もりがみないかじゅんかんきか

ないか じゅんかんき

こばやし

びょういん

ひがしのいいん

えむらいいん

あだち

ひがしかわ

はしもといいん

あざいひがししんりょうしょ

あざいしんりょうしょ

やすいいいん

ふせないかいいん

うえまついいん

あめのもりいいん

おぎのいいん

まえがわいいん

しんりょうしょ

よやく でんわ ばんごう まちが ちゅうい

とうじつ も もの こべつ せっしゅ

よぼうせっしゅずみしょう

せっしゅけん つ よしんひょう ついか せっしゅよう

てちょう まいにちふくよう くすり かた
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しゅうだん せっしゅ にってい がつぶん かいじょう よやく ほうほう

長浜病院、湖北病院での接種

接種予約は、上記にあるインターネットでのウェブ予約、またはコールセンターでの電話予約になります。

※病院への直接予約はできませんので、ご注意ください。

※長浜病院は、1・2回目接種を長浜病院で受けた方が対象です。

ながはま びょういん こほく びょういん せっしゅ

びょういん ちょくせつよやく ちゅうい

せっしゅ よやく じょうき よやく でんわ よやく

ながはまびょういん かいめ せっしゅ ながはまびょういん う かた たいしょう

当日の持ち物(集団接種)

○予防接種済証

○接種券付き予診票（追加接種用）

○おくすり手帳（毎日服用している薬がある方）

○予約票（※集団接種で受けられる方のみ、予約票は接種日の数日前に送付されます）

とうじつ も もの しゅうだんせっしゅ

よぼうせっしゅずみしょう

せっしゅけん つ よしんひょう ついか せっしゅよう

てちょう まいにちふくよう くすり かた

よやくひょう しゅうだんせっしゅ う かた よやくひょう せっしゅび すうじつまえ そうふ

集団接種の日程（２月分）、会場、予約方法

接
種
日
程
・
場
所

せ
っ
し
ゅ

に
っ
て
い

ば
し
ょ

せっしゅじっしび

接種実施日
せっしゅばしょ

接種場所
せっしゅじっしび

接種実施日
せっしゅばしょ

接種場所
がつ にち どようび

２月５日(土)
せいゆう ながはまらくいちてん

西友長浜楽市店
がつ にち もくようび

２月17日(木)
せいゆう ながはまらくいちてん

西友長浜楽市店
がつ にち にちようび

２月６日(日)
せいゆう ながはまらくいちてん

西友長浜楽市店
がつ にち きんようび

２月18日(金)
せいゆう ながはまらくいちてん

西友長浜楽市店
がつ にち もくようび

２月10日(木)
せいゆう ながはまらくいちてん

西友長浜楽市店
がつ にち どようび

２月19日(土)
せいゆう ながはまらくいちてん

西友長浜楽市店
がつ にち しゅくきんようび

２月11日(祝・金)
せいゆう ながはまらくいちてん

西友長浜楽市店
がつ にち にちようび

２月21日(日)
しおつしんりょうしょ

塩津診療所
がつ にち どようび

２月12日(土)
ほくぶ けんこう すいしん

北部健康推進センター
がつ にち しゅくすいようび

２月23日(祝・水)
あざい ぶんか

浅井文化ホール
がつ にち にちようび

２月13日(日)
ほくぶ けんこう すいしん

北部健康推進センター
がつ にち もくようび

２月24日(木)
せいゆう ながはまらくいちてん

西友長浜楽市店
がつ にち かようび

２月15日(火)
せいゆう ながはまらくいちてん

西友長浜楽市店
がつ にち きんようび

２月25日(金)
せいゆう ながはまらくいちてん

西友長浜楽市店
がつ にち すいようび

２月16日(水)
なかのごう しんりょうしょ

中之郷診療所
がつ にち どようび

２月26日(土)
せいゆう ながはまらくいちてん

西友長浜楽市店
がつ いこう よてい き しだい し

※３月以降の予定は、決まり次第お知らせします。

予
約
開
始
・
方
法

よ
や
く

か
い
し

ほ
う
ほ
う

よやく

インターネットでのウェブ予約
でんわ よやく

コールセンターでの電話予約

よやく かいしび

予約開始日

がつ にち もくようび ごぜん じ

１月２０日(木)午前０時
よやく かいしび

予約開始日

がつ にち もくようび ごぜん じ

１月２０日(木)午前９時

URL https://jump.mrso.jp/252034

長浜市ウェブ予約サイト ⇒

✔しょうがい福祉課では、しょうがいのある方

のウェブ予約のお手伝いをします。お困りの場

合はご相談ください。(電話 0749-65-6372)

※優先的に予約できる

わけではありません。

電話 ０５０-５５２６-１３５８
（毎日9時～20時）

✔ 予約開始時は、電話がつながりにくく

なる場合がありますので、ウェブ予約

がおすすめです。

せっしゅけん よやく

接種券がないと予約できません

ながはまし よやく

よやく て つだ こま ば

まいにち じ じ

でんわ

よやく かいしじ でんわふくし か かた

あい そうだん でんわ

ばあい よやく

ゆうせんてき よやく

電話対応が難しい方はFAX072-275-5314
でんわ たいおう むずか かた

https://jump.mrso.jp/252034


「長浜市

ホームページ」

ＱＲコード

【発行元】

長浜市新型コロナウイルスワクチン接種推進室 TEL 0749-65-6379
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せっしゅばしょ

接種場所
うけつけたいしょうしゃ

受付対象者
よやくほうほう

予約方法

個別医療機関 12歳以上の方 各医療機関におたずねください

長浜赤十字病院

小中学生のみ

※高校生は対応されていません

※基礎疾患のある方を優先されます

コールセンターでの電話予約

※ウェブからの予約はできません

湖北病院 12歳以上の方
ウェブ予約、コールセンターでの電話予約

または湖北病院におたずねください

１・２回目接種について

令和４年１月以降に１２歳の誕生日を迎える方（新たに接種対象となる方）と、何らかの事情で接種ができ

ていない方を対象に、引き続き接種を実施します。

せっしゅ ばしょ

接種場所
よやくほうほう

予約方法

いりょう きかん

医療機関
希望する医療機関へ直接お問い合わせください （2Pの医療機関リストをご覧ください）

※長浜病院では、1,2回目接種は実施されません

湖北病院

①インターネットでウェブ予約
URL https://jump.mrso.jp/252034

長浜市ウェブ予約サイト ⇒

②ワクチンコールセンターでの電話予約

電話 050-5526-1358(毎日9時～20時)

かいめ せっしゅ

れいわ ねん がつ いこう さい たんじょうび むか かた あら せっしゅたいしょう かた なん じじょう せっしゅ

かた たいしょう ひ つづ せっしゅ じっし

きぼう いりょう きかん ちょくせつ と あ ぺーじ いりょうきかん らん

こほく びょういん

よやく

ながはまし よやく

よやく でんわ よやく

でんわ よやく

でんわ まいにち じ じ

12歳から15歳までの接種希望(1・2回目)の方へ
さい さい せっしゅ きぼう かいめ かた

こべつ いりょうきかん さいいじょう かた

ながはませきじゅうじびょういん

かく いりょうきかん

ながはまびょういん かいめ せっしゅ じっし

しょうちゅうがくせい

きそ しっかん かた ゆうせん

こうこうせい たいおう

よやく

こほく びょういん
さいいじょう かた

こほく びょういん

ながはまし しんがた せっしゅ すいしんしつ

と あ

ながはまし
はっこうもと

でんわ よやく

接種券が届かない方、接種券を紛失された方
せっしゅけん とど かた せっしゅけん ふんしつ かた

ワクチン接種を受けるには、接種券が必要です。以下の場合など、長浜市の接種券がない方は

事前に再発行の手続きを行ってください。詳しくはコールセンター（電話 050-5526-1358）へお

問い合わせください。

・他自治体から転入した場合

・接種券を紛失、破損等した場合

・２回目接種後、８ヶ月以上経過しているが、接種券が届いていない場合
かいめ せっしゅご げついじょう けいか せっしゅけん とど ばあい

せっしゅけん ふんしつ はそんとう ばあい

た じちたい てんにゅう ばあい

じぜん さいはっこう てつづ おこな くわ でんわ

せっしゅ う せっしゅけん ひつよう いか ばあい ながはまし せっしゅけん かた

長浜市コロナワクチンコールセンター

☎ 050-5526-1358
電話対応が難しい方はFAX072-275-5314

（毎日9:00～20:00 土日・祝日もつながります）
まいにち どにち しゅくじつ

ながはまし

も

そのほか、
わからないことは
コールセンターへ

お問合せください
といあわ

でんわ たいおう むずか かた

電話対応が難しい方はFAX072-275-5314
でんわ たいおう むずか かた


