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12歳から17歳の方も３回目接種の対象となりました

新型コロナウイルスワクチンの３回目接種の対象者が18歳以上から12歳以上に引き下げられました。

予約方法や接種できる場所等については、２、３ページをご確認ください。

３回目接種を受けられる場所が増えています（18歳以上の方）

場所ごとに接種できる日程や時間がさまざまですので、ご予定に合わせて選んでいただけます。

〈接種できる場所〉

①開業医等

②長浜病院、湖北病院

③集団接種会場（西友長浜楽市店、北部健康推進センター）

〈職域接種〉

場所：長浜商工会議所

（さざなみタウン内）

日程：５/５（祝・木）、５/６（金）、５/７（土）

５/13（金）、５/14（土）、５/21（土）

５/28（土）

時間：12：00～19：00

予約はこちらから→

〈滋賀県広域ワクチン接種センター〉

場所：フレスポ彦根 Ｃ棟

（彦根市松原町1917番地１）

日程：週４日（金・土・日・月）

時間：金・土 受付13：30～20：00

日・月 受付10：30～16：30

予約はこちらから→

使用する
ワクチン

ファイザー社製ワクチン

・１、２回目を武田/モデルナ社製ワクチンで接種した方もファイザー社製ワクチンを

使用します。18歳になった方は武田/モデルナ社製ワクチンでも接種できます。

接種できる場所
開業医等、長浜赤十字病院、長浜病院、湖北病院、集団接種会場

※長浜赤十字病院は小中学生のみ対象

職域接種も長浜市民の方は

だれでも受けることができます。
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使用ワクチン：開業医等にお問い合わせください。（12-17歳はファイザー社製ワクチン）

予約方法：接種を希望する開業医等へ直接予約してください。接種日等は、開業医等におたずねください。

使用ワクチン： ☆18歳以上：武田/モデルナ社製ワクチン ☆12歳-17歳：ファイザー社製ワクチン

予約方法：集団接種と同じ （３ページをご確認ください） ※病院へ直接電話をしても予約できません。

※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。
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３回目接種について

個別接種場所（地区別順不同）

長浜病院、湖北病院
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集団接種の日程は予約状況に応じて検討しています。
予約が入らなくなると接種日が少なくなりますので、ご注
意ください。
予約できるときにご予約ください

集団接種の日程は予約状況に応じて検討しています。
予約が入らなくなると接種日が少なくなりますので、ご注
意ください。
予約できるときにご予約ください

集団接種の日程は予約状況に応じて検討しています。
予約が入らなくなると接種日が少なくなりますので、ご注意ください。

予約できるときにご予約ください
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３回目の接種証明書をアプリで発行される方へ

アプリでの接種証明書の発行は、市役所での

手続きは不要です。

お持ちのスマートフォン等からご自身で発行して

ください。（マイナンバーカードが必要です。）

ワクチン接種を受けていただくには接種券付き

予診票が必要です。

接種券付き予診票は２回目の接種から５～６

か月を経過した方から順番に送付しています。

接種を予約される方は、接種券付き予診票が

届いてからご予約ください。

集団接種会場（西友長浜楽市店、北部健康推進センター）

使用ワクチン： 18歳以上：武田/モデルナ社製ワクチン

12歳-17歳：ファイザー社製ワクチン

【予約方法】
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※12-17歳の方のみ

☆：夜間（～19時まで）延長する日

◆：通訳対応（ポルトガル語、スペイン語）が可能な日

※詳しい時間等については、ホームページ等をご確認く

ださい。また、日程等に変更がある場合は、ホームペー

ジにてお知らせします。

〈インターネットでのウェブ予約〉

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

長浜市ウェブ予約サイト ⇒

〈コールセンターでの電話予約〉

電話 ０５０-５５２６-１３５８ 毎日9時～20時）

電話対応が難しい方は

FAX ０７２-２７５-５３１４

予約が入らなくなると接種日が少なく

なる可能性があります。 接種を希望され

る方は、お早めにご予約ください。
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アプリについてはこちら→

（デジタル庁ＨＰ）

しゅうだん せっしゅ かいじょう せいゆう ながはま らくいちてん ほくぶ けんこう すいいん

せいゆう ながはま らくいち てん

さい かた

やかん じ えんちょう ひ

つうやく たいおう ご ご かのう ひ

くわ じかん など など かくにん

にってい など へんこう ばあい

し

しよう さい いじょう たけだ しゃせい

さい さい しゃせい

よやく

よやく はい せっしゅび すく

かた はや よやく

かのうせい せっしゅ きぼう

ちゅうい

よやく ほうほう

でんわ よやく

でんわ まいにち じ じ

でんわ たいおう むずか かた

ながはまし よやく

せっしゅ う せっしゅけん つ

よしんひょう ひつよう

せっしゅけん つ よしんひょう かいめ せっしゅ

せっしゅ よやく かた せっしゅけん つ よしんひょう

げつ けいか かた じゅんばん そうふ

とぢ よやく

かいめ せっしゅ しょうめいしょ はっこう かた

せっしゅ しょうめいしょ はっこう しやくしょ

も など じしん はっこう

ひつよう

ちょう

てつづ ふよう

https://jump.mrso.jp/252034


ＴＥＬ：０７７－５２８－３５８８ ＦＡＸ：０７７－５２８－４８６７

集団接種の日程は予約状況に応じて検討しています。
予約が入らなくなると接種日が少なくなりますので、ご注意ください。
予約できるときにご予約ください

４

予約方法

個別接種
長浜市・米原市の開業医等に直接電話して予約

接種できる医療機関等については、接種券付き予診票に同封の案内チラシをご確認
ください。

長浜赤十字病院

長浜病院

湖北病院

集団接種

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コールセンターへの電話予約

電話 050-5526-8261 (毎日9時～20時)

電話対応が難しい方は FAX ０７２-２７５-５３１４

※集団接種の日程については、長浜市ウェブ予約サイトをご確認ください。

予約方法

個別接種 開業医等へ直接電話して予約

長浜赤十字病院

長浜病院

湖北病院

コールセンターでの電話予約

電話：050-5526-1358（毎日9時～20時）

電話対応が難しい方は FAX ０７２-２７５-５３１４

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

〒526-8501 長浜市八幡東町632番地
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１、２回目接種について

小児接種（５歳から１１歳）

使用ワクチン：ファイザー社製ワクチン（小児用） ※12歳以上用のワクチンとは別のものです。

５歳になる方の接種券は、誕生日の翌月に接種券が届くように発送しています。

何らかの事情で１、２回目接種がまだの人

滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口
副反応などに関する相談 毎日

24時間

受付中

※12歳以上の方と

番号が違います
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STOP！ワクチン未接種者への差別

ワクチン接種は強制するものではありません。また、体質的に接種できない人もいます。

ワクチンを接種していない人、接種できない人に、誹謗・中傷・差別をしてはいけません。
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※長浜赤十字病院と長浜病院

は小中学生のみ対象です
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