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しゅうだん せっしゅ ついか にってい

市の特設会場での『集団接種』追加日程

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。

ワクチンの供給状況をふまえ、下記日程を追加しました。予約の状況は日々変わりますので、最新の状況は、ウェ

ブ予約サイトで確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。

（令和３年８月１8日時点の情報です。）
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１１月（追加日程）
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ようび
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にち

日
ようび

曜日
かいじょう
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3日 (日) ◆ ながはまウェルセンター 3日 (祝・水) ◆
ながはま しやくしょ ほんちょう

長浜市役所本庁

4日 （月） ながはまウェルセンター 4日 (木) ◆
ながはま しやくしょ ほんちょう

長浜市役所本庁

11日 (月)
ほくぶけんこうすいしん

北部健康推進センター 5日 (金)
ほくぶけんこうすいしん

北部健康推進センター

12日 (火)
ほくぶけんこうすいしん

北部健康推進センター 19日 （金） ながはまウェルセンター

16日 (土) ◆ ながはまウェルセンター 20日 (土) ながはまウェルセンター

19日 (火) ながはまウェルセンター 22日 (月) ながはまウェルセンター

23日 (土) ながはまウェルセンター 【会場】

ながはまウェルセンター：小堀町３２－３

北部健康推進センター：高月支所隣

24日 (日) ながはまウェルセンター

30日 (土)
ほくぶけんこうすいしん

北部健康推進センター

◆：通訳対応が可能

な日（ポルトガル語、

スペイン語）

ついか にってい よやく ほうほう

追加日程の予約方法

方法①：インターネットでウェブ予約（9月７日（火）午前０時から）

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

ながはまし よやく

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

予約をする時は、

必ず接種券を用

意してください。

市では、早期のワクチン接種に向け、湖北医師会をはじめとする関係者の協力の下、接種を進めています。

〇 10月及び11月の市の集団接種日程を追加しました。

〇 集団接種会場で当日キャンセルが出た場合に備え、キャンセル待ちの登録ができるようになりました。

〇 県の広域ワクチン接種センターで接種できる対象が拡大されました。
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（地区別順不同） 令和３年８月１8日時点の情報です。

こべつ せっしゅ ばしょ

個別接種場所

・接種券（接種券がないと接種できませんので、必ずご持参ください） ・予診票（事前に記入のうえ持参してください）

・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）

せっしゅ とうじつ も もの

接種当日の持ち物
※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。

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

かかりつけでない人でも接種が受けられます。１６歳以上の方の予約方法は、ウェブサイト予約又コールセンターへの電話

予約です。１５歳以下の方は４ページをご覧ください。

※９月６日までは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)。９月７日（火）

以降は、１６歳以上の方が予約できます。（なお１５歳以下は小児科対応です。）

※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。

【対象】 １２歳以上（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）

個別接種では、かかりつけの人を中心に接種されます。

医療機関によっては１５歳以下の接種をされないところもありますので、実施の有無については各医療機関医に

お尋ねください。※複数の医療機関に、重複予約することはできません

かいぎょうい こべつ せっしゅ

開業医などでの『個別接種』

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
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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
こほく

湖北

あだち

安達クリニック
78-0005

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

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

ささき

佐々木クリニック
53-1701 みやこクリニック 78-1884

つかクリニック 53-3410
びょういん

セフィロト病院 62-1652
たかつき

高月

あめのもりいいん

雨森医院
85-3106

ないか じゅんかんきないか

はまたに内科・循環器内科
クリニック

53-3017
あざい

浅井

あざい しんりょうしょ

浅井診療所
74-1209

うえまついいん

上松医院
85-3189

かけいいいん

筧医院
62-7330

あざいひがししんりょうしょ

浅井東診療所
76-8000

ふせないかいいん

布施内科医院
85-5600

ふせ

布施クリニック
65-3811 おしたにクリニック 74-2011

やすいいいん

安井医院
85-3110

かぜ まち

風の街こどもクリニック
よやく

※ネットからの予約
になります

びわ
なかがわいいん

中川医院
72-8077

きのもと

木之本

いわねいいん

岩根医院
82-2045

はしもといいん

橋本医院
72-3668

おぎのいいん

荻野医院
82-5177

ひがしかわ

東川クリニック
72-8633

まえがわいいん

前川医院
82-2038

すこやかkidsクリニック
よやく

※ネットからの予約
になります

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



【接種対象者】次の全てに該当する方です。

・滋賀県内在住で、県内市町が発行したワクチン接種券をお持ちの方または滋賀県内に通勤・通学

されている方

・１回目のワクチン接種である方(２回目も同じ会場で接種となります)

・１６歳以上の方

【接種会場】滋賀県立大学体育館（北部会場）（彦根市八坂町2500番地）

【開設期間】令和３年１１月２７日（土）まで

※期間中は、土日祝日も実施されます

【予約方法】ウェブ予約

【接種時の持ち物】・接種券 ・予診票 ・本人確認書類

・県内への通勤の方は職員証または社員証（勤務施設が分かるもの）、通学の方は学生証など

【問合せ先】滋賀県広域ワクチン接種予約コールセンター ℡：050-3612-4542(毎日9:00～17:00)

※県の広域接種を受けられる方は、市の集団接種や開業医での個別接種との重複予約にならないよう、

必ずキャンセルをお願いします。

滋賀県のウエブ予約サイト
https://jump.mrso.jp/shiga/

しがけん こういき せっしゅ せい せっしゅ

滋賀県広域ワクチン接種センター（モデルナ製ワクチン）で接種が
できます。

集団接種、個別接種のキャンセルが生じた場合に、代わりに接種していただける方を募集します。キャンセル待ちを

希望される方は、下記により登録をお願いします。（接種ワクチンはファイザー製です。）

◆対象者（キャンセル待ち登録ができる方）

長浜市内に住所を有する方 かつ 接種券が届いている方

◆登録条件

コロナワクチン接種を２回受けていない方（ファイザー製ワクチンで１回目の接種が済んでいる方も対象です）

※１回目にモデルナ製ワクチンを接種された方は、登録できません。

◆登録方法、内容

市ホームページ「新型コロナワクチン接種キャンセル待ち登録ページ」から登録できます。登録フォーム

にそって住所、氏名、電話番号、接種券番号、希望接種会場などを入力してください。

◆注意事項

・連絡を受けておおむね30分以内に、接種会場等に行っていただくことになります。

・この登録は急なキャンセル時への対応のため、接種を保証するものではありません。

◆連絡方法

・市コールセンターから、登録いただいた内容により順次、電話にて連絡します。

キャンセル待ち登録入力フォームはこちら
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きぎょう しょくいき せっしゅ かつよう

企業などでの職域接種を活用ください。

勤め先の企業や、通学先の大学等で接種（職域接種）を受けることができる方は、できる限り企業、大学

等での接種を受けてください。

・企業、大学等の所在地が長浜市外にあっても、長浜市からお送りした接種券がそのまま使用できます。

・勤め先、通学先で職域接種を実施されているかどうかは、勤め先または通学先に問い合わせてください。

・職域接種ではモデルナ社製のワクチンが使用されます。長浜市内の各医療機関や市の集団接種で使用し

ているファイザー社製のワクチンとは併用できませんのでご注意ください。
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「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

★ワクチン接種後も引き続き感染防止対策をお願いします★

マスクの着用、密集・密接・密閉の回避、手洗いや咳エチケットなど

接種にあたってのお願い

▶接種日の午前６時の時点で、長浜市内に暴風警報または何らかの特別警報が発令された場合は、集団接種を

中止します。その他、気象状況などにより急きょ接種を中止する場合があります。中止の発表は、市ホーム

ページでお知らせします。中止となった場合の代替の接種日は、別途お知らせします。なお病院や開業医の

対応は、各医療機関にお問い合わせください。

▶新型コロナワクチンの接種前後に、他の予防接種を受けられる場合は、新型コロナワクチンの接種前後２週

間以上の間隔を空けてください。

噂やデマにご注意ください

新型コロナウイルス感染症やワクチン接種に関しては、様々な情報がインターネットやＳＮＳなどで流れて

います。しかし、中には事実と異なる情報も含まれています。

厚生労働省や滋賀県、市が発信する正確な情報に基づき、冷静な対応を心がけ、根拠のない情報にまどわさ

れないようご注意ください。

✔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

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

市の集団接種会場
（１ページをみてください）

12歳以上の方 ウェブ予約またはコールセンターへの電話予約

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

コールセンターへの電話予約

※ウェブからの予約はできません

市立長浜病院
基礎疾患のある、当病院の小児科にか

かりつけの方

病院へ直接予約

詳しくは病院ホームページでご確認ください

市立湖北病院
基礎疾患のある、当病院の小児科にか

かりつけの方

病院へ直接予約

詳しくは病院ホームページでご確認ください

個別医療機関
（２ぺージをみてください）

12歳以上の方
15歳以下の接種をされない所もあります。実施の有無に

ついては各医療機関におたずねください
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