
（地区別順不同） 令和３年7月１6日時点の情報です。

こべつ せっしゅ ばしょ

個別接種場所

せっしゅ とうじつ も もの

接種当日の持ち物

開業医などでの『個別接種』

接種を希望する医療機関へ直接予約してください。

よやく ほうほう

予約方法

個別接種では、かかりつけの人を中心

に接種されます

12歳から15歳の方は、かかりつけ医

での個別接種が推奨されています

※複数の医療機関に、重複予約する

ことはできません

せっしゅ きぼう いりょうきかん ちょくせつよやく

こべつ せっしゅ ひと ちゅうしん

ふくすう いりょうきかん ちょうふくよやく

かいぎょうい こべつ せっしゅ

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

よやく でんわばんごう まちが ちゅうい

・接種券(接種券がないと接種できませんので、必ずお持ちください)・予診票（事前に記入し、お持ちください）

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など公的機関から出された、住所・氏名が記載されたもの)

・おくすり手帳（毎日飲んでいる薬がある方）・母子手帳（１６歳以下の方）

※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。

せっしゅけん せっしゅけん せっしゅ かなら も よしんひょう じぜん きにゅう も

ほんにんかくにんしょるい うんてんめんきょしょう けんこうほけんしょう こうてき きかん だ じゅうしょ しめい きさい

てちょう まいにち の くすり かた ぼし てちょう さい いか かた

ちく

地区
いいんめい

医院名
でんわばんごう

電話番号
ちく

地区
いいんめい

医院名
でんわばんごう

電話番号
ちく

地区
いいんめい

医院名
でんわばんごう

電話番号

ながはま

長浜
こんどう

近藤クリニック
64-2110

ながはま

長浜

もりがみないかじゅんかんきか

森上内科循環器科
クリニック

64-4846 とらひめ

虎姫
せいけいげか

さざなみ整形外科 73-8111

にしかわいいん

西川医院
62-4412 こばやし

小林クリニック
65-6060 こほく

湖北

あだち

安達クリニック 78-0005

いいん

おくだ医院
65-5775 ささき

佐々木クリニック
53-1701 えむらいいん

江村医院 79-0007

いわもとせいけいげか

岩本整形外科
64-1866 しもさか

下坂クリニック
62-0080 みやこクリニック 78-1884

つかクリニック 53-3410 おかざきいいん

岡崎医院
65-0019 たかつき

高月

あめのもりいいん

雨森医院 85-3106

かきみいいん

垣見医院
63-3521 ひがしのいいん

東野医院
65-3380 うえまついいん

上松医院 85-3189

はまたに
ないかじゅんかんきないか

内科・循環器内科
53-3017 びょういん

セフィロト病院
62-1652 ふせないかいいん

布施内科医院 85-5600

かけいいいん

筧医院
62-7330 あざい

浅井

あざいしんりょうしょ

浅井診療所
74-1209 やすいいいん

安井医院 85-3110

ふせ

布施クリニック
65-3811 あざいひがししんりょうしょ

浅井東診療所
76-8000 きのもと

木之本

いわねいいん

岩根医院 82-2045

すこやかkidsクリ
ニック

※ネットからの

予約になります

おしたにクリニック 74-2011 おぎのいいん

荻野医院 82-5177

びわ
なかがわいいん

中川医院
72-8077 まえがわいいん

前川医院 82-2038

はしもといいん

橋本医院
72-3668 にしあざい

西浅井

しんりょうしょ

にしあざい診療所 89-8100

ひがしかわ

東川クリニック
72-8633

よやく かいしび かく いりょうきかん たず

予約の開始日は、各医療機関にお尋ねください。

せっしゅ

よやく

新型コロナ

ワクチン接種情報 vol.４

ながはまし

ねん がつ にち はっこう

しんがた

せっしゅ じょうほう

さい さい かた い

こべつせっしゅ すいしょう



市の特設会場での『集団接種』

がつ

8月
がつ

9月
がつ

10月
にち

日
ようび

曜日
かいじょう

会場
にち

日
ようび

曜日
かいじょう

会場
にち

日
ようび

曜日
かいじょう

会場

1日 (日)
ほくぶけんこうすいしん

北部健康推進センター 3日 (金) ★
ながはまいか

長浜伊香ツインアリーナ １日 (金)
にしあざい

西浅井まちづくりセンター

2日 （月）
ほくぶけんこうすいしん

北部健康推進センター 4日 (土) ★
ながはまいか

長浜伊香ツインアリーナ ６日 (水)
ながはましやくしょ あざいししょ

長浜市役所浅井支所

3日 (火)
ながはましやくしょほんちょう

長浜市役所本庁 5日 (日)
ながはまいか

長浜伊香ツインアリーナ ９日 (土) 💛
ほくぶけんこうすいしん

北部健康推進センター

4日 (水)
ながはましやくしょほんちょう

長浜市役所本庁 6日 （月）
にしあざい

西浅井まちづくりセンター １３日 (水)
ながはましやくしょ あざいししょ

長浜市役所浅井支所

5日 (木)
ながはましやくしょほんちょう

長浜市役所本庁 8日 （水）
ながはましやくしょ あざいししょ

長浜市役所浅井支所 １7日 (日) ながはまウェルセンター

6日 (金)
にしあざい

西浅井まちづくりセンター 10日 (金)
にしあざい

西浅井まちづくりセンター １8日 (月) ◆ ながはまウェルセンター

7日 (土)
ほくぶけんこうすいしん

北部健康推進センター 11日 (土) 💛◆ ながはまウェルセンター ３1日 （日） 💛
ほくぶけんこうすいしん

北部健康推進センター

8日 (日)
ほくぶけんこうすいしん

北部健康推進センター 13日 (月) ながはまウェルセンター ★：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）
がある日

💛：託児対応がある日

託児を利用される場合は、託児予約を

とりますので下記までご連絡ください。

長浜市新型コロナウイルスワクチン接種

推進室 ☎0749-65-6379

高齢者等の接種が進んでいるため、予約

いただくときに空きがないこともあります。

予めご了承ください。

11日 (水)
ながはましやくしょ あざいししょ

長浜市役所浅井支所 15日 (水)
ながはましやくしょ あざいししょ

長浜市役所浅井支所

12日 (木) ながはまウェルセンター 17日 (金) ◆
ながはま だいがく

長浜バイオ大学

13日 (金) ながはまウェルセンター 18日 (土)
ながはま だいがく

長浜バイオ大学

18日 (水)
ながはましやくしょ あざいししょ

長浜市役所浅井支所 19日 （日）
ながはま だいがく

長浜バイオ大学

21日 （土） ながはまウェルセンター 21日 (火)
ながはましやくしょほんちょう

長浜市役所本庁

22日 （日） ながはまウェルセンター 22日 (水)
ながはましやくしょほんちょう

長浜市役所本庁

24日 （火）
ほくぶけんこうすいしん

北部健康推進センター 23日 (木・祝)
ながはましやくしょほんちょう

長浜市役所本庁

25日 （水）
ほくぶけんこうすいしん

北部健康推進センター 24日 (金) ★
ながはまいか

長浜伊香ツインアリーナ

27日 （金）
ながはま だいがく

長浜バイオ大学 25日 (土) ★
ながはまいか

長浜伊香ツインアリーナ

28日 （土）
ながはま だいがく

長浜バイオ大学 26日 (日)
ながはまいか

長浜伊香ツインアリーナ

29日 （日）
ながはま だいがく

長浜バイオ大学 29日 (水)
にしあざい

西浅井まちづくりセンター

30日 （月）
にしあざい

西浅井まちづくりセンター

ワクチンの供給状況等により、会場や日程を変更することがあります。

よやく とき

予約をする時は、
かなら せっしゅけん

必ず接種券を
ようい

ご用意ください。

集団接種会場への移動が困難な方

へは、送迎支援を行っています。

詳しくは市ホームページまたは市

担当窓口へお問い合わせください。

おすすめ

し とくせつ かいじょう
しゅうだん せっしゅ

きょうきゅうじょうきょうとう かいじょう にってい へんこう

やかん じ えんちょう ひ

つうやくたいおう ご ご

たくじたいおう ひ

しゅうだんせっしゅかいじょう いどう こんなん かた

そうげい しえん おこな

くわ し し

たんとう まどぐち と あ

たくじ りよう ばあい たくじ よやく

かき れんらく

ながはまし しんがた せっしゅ

すいしんしつ

こうれいしゃとう せっしゅ すす よやく

あ

あらかじ りようしょう

よやく ほうほう

予約方法 方法①：インターネットでウェブ予約

方法②：ワクチンコールセンターへの電話予約

☎ 050-5526-1358（毎日9時～20時）

今までに予防接種を受けて体調が悪くなったことのある方、食品や薬などで

アレルギーのある方は、コールセンターで予約をお願いします

よやく

長浜市ウェブ予約サイトURL https://jump.mrso.jp/252034

ほうほう

ほうほう

ながはまし よやく

でんわ よやく

まいにち じ じ

かた よやく ねが

電話対応が難しい方は、FAX 072-275-5314
でんわ たいおう むずか かた

いま よぼう せっしゅ う たいちょう わる かた しょくひん くすり



ながはま びょういん こほく びょういん なかのごう しんりょうしょ せっしゅ

長浜病院、湖北病院、中之郷診療所での接種
通院や診療を受けていない人でも接種が受けられます。接種予約は、左記の集団接種と同じ方法

（ウェブサイトからの予約または、コールセンターへ電話予約）で行ってください。

※当面は重症化リスクの高い４０歳以上の方が予約対象になります。(基礎疾患のある方は年齢を

問わず予約できます。)３９歳以下の方の予約開始時期は、市のホームページでお知らせします。

※病院、診療所への直接電話予約はできませんので、ご注意ください。

✔かかりつけ医での個別接種をおすすめします。

✔１５歳以下の方がワクチン接種を受ける場合は、原則、保護者の同伴が必要です。

✔予診票の接種希望書欄に、保護者の方の自署が必要です。忘れずに確認してください。

さい さい せっしゅ きぼう かた

１２歳から１５歳までの接種希望の方へ

・接種券（接種券がないと接種できませんので、必ずお持ちください）

・予診票（事前に記入のうえ、お持ちください）

・予約票（接種前に市から郵送します）

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など公的機関から出された、住所・氏名が記載されたもの)

・おくすり手帳（毎日飲んでいる薬がある方) ・母子手帳（１６歳以下の方）

せっしゅ とうじつ も もの

接種当日の持ち物

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
し しゅうだんせっしゅかいじょう

市の集団接種会場
さい さい すべ かた

12歳から15歳全ての方
よやく でんわよやく

ウェブ予約またはコールセンターへの電話予約

ながはま せきじゅうじ びょういん

長浜赤十字病院

しょうちゅうがくせい

小中学生のみ
こうこうせい たいおう

※高校生は対応されていません
きそしっかん かた ゆうせん

※基礎疾患のある方を優先されます

でんわよやく

コールセンターへの電話予約
よやく

※ウェブからの予約はできません

しりつ ながはま びょういん

市立長浜病院

きそしっかん とうびょういん しょうにか

基礎疾患のある、当病院の小児科に
かた

かかりつけの方

びょういん ちょくせつよやく

病院へ直接予約
くわ びょういん かくにん

詳しくは病院ホームページでご確認ください

しりつ こほく びょういん

市立湖北病院

きそしっかん とうびょういん しょうにか

基礎疾患のある、当病院の小児科に
かた

かかりつけの方

びょういん ちょくせつよやく

病院へ直接予約
くわ びょういん かくにん

詳しくは病院ホームページでご確認ください

※個別の医療機関については、１５歳以下の接種をされない所もありますので、実施の有無について

は各医療機関におたずねください。

つういん しんりょう う ひと せっしゅ う せっしゅ よやく さき しゅうだん せっしゅ おな ほうほう

よやく でんわ よやく おこな

とうめん じゅうしょうか たか さい いじょう かた よやく たいしょう きそ しっかん かた ねんれい

と よやく さい いか かた よやく かいし じき し し

びょういん しんりょうしょ ちょくせつ でんわ よやく ちゅうい

い こべつ せっしゅ

さい いか かた せっしゅ う ばあい げんそく ほごしゃ どうはん ひつよう

よしんひょう せっしゅ きぼうしょ らん ほごしゃ かた じしょ ひつよう わす かくにん

こべつ いりょうきかん さい いか せっしゅ ところ じっし うむ

かく いりょうきかん

せっしゅけん せっしゅけん せっしゅ かなら も

よしんひょう じぜん きにゅう も

よやくひょう せっしゅまえ し ゆうそう

ほんにんかくにんしょるい うんてんめんきょしょう けんこうほけんしょう こうてききかん だ じゅうしょ しめい きさい

てちょう まいにち の くすり かた ぼし てちょう さい いか かた

きぎょうとう しょくいき せっしゅ しがけん こういき せっしゅ う かた

企業等の職域接種や、滋賀県の広域ワクチン接種を受けることができる方は、
しょくいき せっしゅ けん こういき せっしゅ う ねが

できるだけ職域接種や県の広域ワクチン接種を受けていただきますようお願

いします。

【お願い】



せっしゅ う

■接種を受けるにあたって
◎ワクチン接種を受けるには、本人の同意が必要です。

接種は、強制ではありませんので、必ずご本人の接種意思の確認を行います。本人の意思を

確認しにくい場合は、ご家族などに本人の意思確認のご協力をお願いします。

【効果】新型コロナワクチンは、２回の接種によって、約９５％の有効性で、発熱やせきなど

の症状が出ること（発症）を防ぐ効果が認められています（※インフルエンザワクチンの有効

性は約40～60％）。また感染して発症しても重症化を防ぐ重症化予防効果や、感染そのものを

防ぐ効果も期待できると言われています。

【副反応】現在、長浜市での接種で使用していますファイザー社のワクチンでは、接種後に注

射した部分の痛み、疲労、頭痛や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることが多々あり

ます。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復していることが多く、必要な場合は解

熱鎮痛剤を服用いただくなどして、様子をみてください。また、まれに起こる副反応として、

アナフィラキシー※１や血管迷走神経反射（立ちくらみや血の気が引く）があります。接種会場

で副反応の症状が現れた場合は、医師が第一次的に対応を行います。

※１アナフィラキシー：急激なアレルギー反応（じんましん、腹痛や嘔吐、息苦しさなど）

接種を受けた後の副反応に関する相談、問合せは『滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相

談窓口』へ。

◎接種当日は、ご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い

場合などは、接種を控え、長浜市のコールセンターまたは予約した医療機関

に連絡してください。

◎妊娠中の方は、ワクチン接種対象から除外されていませんが、接種を希望される場合は、

あらかじめ主治医にご相談ください。なお、妊娠１２週までは接種を避けてください。

◎接種を受ける前までに、あらかじめ予診票への記入をお願いします。

県相談窓口 ☎ 077-528-3588（9時から18時まで）

☎ 077-528-3621（それ以外の時間）
（土日祝含む）

長浜市コロナワクチンコールセンター

☎ 050-5526-1358
（毎日9:00～20:00 土日・祝日もつながります）

こうか ふくはんのう

■ワクチンの効果と副反応について

ながはまし しんがた せっしゅ すいしんしつ

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

はっこうもと

【発行元】
ながはまし

「長浜市

ホームページ」

ＱＲコード

せっしゅ う ほんにん どうい ひつよう

せっしゅ きょうせい ほんにん せっしゅ いし かくにん おこな ほんにん いし

かくにん ばあい かぞく ほんにん いし かくにん きょうりょく ねが

せっしゅ う まえ よしんひょう きにゅう ねが

せっしゅ とうじつ じたく たいおん そくてい あき はつねつ ばあい たいちょう わる

ばあい せっしゅ ひか ながはまし よやく いりょう きかん

れんらく

にんしんちゅう かた せっしゅたいしょう じょがい せっしゅ きぼう ばあい

しゅじい そうだん にんしん しゅう せっしゅ さ

こうか しんがた かい せっしゅ やく ゆうこうせい はつねつ

しょうじょう で はっしょう ふせ こうか みと ゆうこう

せい やく かんせん はっしょう じゅうしょうか ふせ じゅうしょうかよぼうこうか かんせん

ふせ こうか きたい い

ふくはんのう げんざい ながはまし せっしゅ しよう しゃ せっしゅご ちゅう

しゃ ぶぶん いた ひろう ずつう かんせつ いた さむけ げり はつねつとう たた

しょうじょう だいぶぶん せっしゅご すうじつ いない かいふく おお ひつよう ばあい げ

ねつちんつうざい ふくよう ようす お ふくはんのう

けっかんめいそうしんけいはんしゃ た ち け ひ せっしゅかいじょう

ふくはんのう しょうじょう あらわ ばあい いし だいいちじてき たいおう おこな

きゅうげき はんのう ふくつう おうと いきぐる

せっしゅ う あと ふくはんのう かん そうだん といあわ しがけん しんがた せんもんそう

だん まどぐち けん そうだんまどぐち じ じ

ながはまし

いがい じかん

どにちしゅく ふく

まいにち どにち しゅくじつ


