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64歳以下の接種予約を再開します

新型コロナワクチン情報

　国から必要な数のワクチン供給が受けられなかったために一時停止していた12
歳～64歳向けの個別接種・集団接種の受け付けを再開します。ワクチンの供給量
を踏まえながら、11月末までに希望する全ての人の接種が完了するよう進めます。
問新型コロナウイルスワクチン接種事業室Ｔ39・2383

対象＝接種日時点で12歳以上の人
使用するワクチン＝ファイザー社製

号　外

▲最新情報は
市ホームページで

Ｔ0570･012･035
（毎日午前10時～午後７時）

市新型コロナワクチン
接種コールセンター

順次、予約を受け付けています
※ 医療機関に問い合わせが集中すると、診療の妨げになります。予約方法と受付時間を確認し、予約してください
※ 医療機関によって、予約開始日や定員が異なります。予約人数が定員に達したために、受け付けを休止している場合があります

個別接種

地域 医療機関名（50音順）

長岡

アイ内科クリニック、旭岡木口クリニック、
あたごこどもクリニック、市川医院、江部医院、
太田こどもクリニック、片桐医院、加納耳鼻咽喉科医院、
神谷医院、キャッツこどもクリニック、
草間医院、窪田医院、黒条内科・消化器クリニック、
県立精神医療センター、江陽高田医院、
さいとう医院、七條胃腸科内科医院、
じゅん脳外科内科、杉本医院、鈴木内科医院、
すずき脳神経クリニック、生協かんだ診療所、
生協こどもクリニック、髙木内科クリニック、高野医院、
高橋内科医院（豊田町）、田中医院、田宮病院、
ながおか生協診療所、長岡西病院、長岡保養園、
長岡療育園、ふくはら内科クリニック、丸岡医院、
三上医院、みつまクリニック、悠遊健康村病院、
吉田病院（長町）、渡辺医院

越路 こしじ医院、なかの眼科クリニック、
横田内科・消化器科医院

山古志 山古志診療所、種苧原診療所、虫亀診療所

小国 小国診療所、横田内科消化器科クリニック

寺泊 寺泊診療所

栃尾 荒井医院、たかはし内科医院（栃尾本町）

川口 川口診療所

■かかりつけ患者以外にも実施する医療機関

地域 医療機関名
（50音順） 予約方法 予約受付時間

長岡

エールホーム
クリニック ホームページ 24時間受け付け

おくがわ小児
クリニック ホームページ 24時間受け付け

木村医院（関原町） 窓口 月～土 午前９時～正午、
月火木金 午後３時～６時

幸町耳鼻咽喉科 Ｔ080・1355・1475 月～金 午前９時～11時、
月火木金 午後２時30分～４時

さの整形外科
クリニック ホームページ 24時間受け付け

新保内科医院 ホームページ 24時間受け付け

ほんだファミリー
クリニック Ｔ46・6085 火金 午前９時～11時30分

ミミール
耳鼻咽喉科
クリニック

窓口、
Ｔ28・1933

月火木金 午前８時45分～正午、
午後２時45分～６時、
土 午前８時45分～午後２時30分

わきや医院 窓口、
Ｔ47・1122

月～土 午前９時～午後０時30分、
月火木金 午後３時～６時

中之島 上原医院 窓口、
Ｔ0256・98・2551

月～土 午前８時30分～午後０時30分、
月～金 午後３時～６時

越路
岩塚診療所 窓口 月～土 午前９時～正午、

月火木金 午後４時～６時

白山診療所 Ｔ92・3321 月～土 午前９時～午後０時30分、
月～水金 午後２時～６時30分

寺泊 石塚医  院  対象 
 16歳以上  窓口 月～土 午前９時～11時30分、

月火木金 午後３時30分～５時

■かかりつけ患者に限定して実施する医療機関
・ 通院している人以外は予約できません。電話での問い合わ
せは控えてください

　12歳から15歳までの子へのワクチン接種
は、接種する場合としない場合のメリット
とデメリットを本人と保護者が十分理解し、
判断してください。
・ 12歳から15歳までの子への接種は、個別

接種が基本です。予約は各医療機関で受け
付けています　※年齢は接種日現在

・ かかりつけの医療機関で個別接種を行って
いない場合や、身近にかかりつけの医療機
関がない場合は、集団接種を受けることが
できます  裏面へ 

・ お子さんが接種を受ける場合は、予診票に
保護者の署名と続柄の記載が必要です。万
が一に備えて保護者が同伴してください

・ ６月下旬に接種券を一斉発送した時点で11
歳だった小学６年生には、12歳になった
翌週を目安に順次、接種券を発送します

接
種
す
る

メリット

・ 新型コロナウイルスに感染しにくくなる
・ 万が一感染しても症状が出にくく、重症化を防ぐことができ、周りの人に

もうつしにくくなる
・ 授業や部活動、旅行への行動制限が緩和される可能性がある

デメリット
・ ワクチンを接種した後の数日間は、肩の痛みや頭痛、だるさ、発熱などの副

反応が出ることがある（特に２回目の接種後に頻度が高い）
・ 心筋炎・心膜炎のリスクがある

接
種
し
な
い

メリット ・ワクチンの副反応の心配がない

デメリット

・ マスク、手洗い、三密の回避以外には対策がなく、感染リスクを減らせない
・ 感染した場合、まれではあるが重症化のリスクがある
・ 感染した場合、周りの人にうつす可能性があり、２週間程度隔離される
・ 感染した場合、味やにおいがわかりにくくなり、それらの症状が長く続く

ことがある
・ 自分が感染する、人に感染させるリスクのために、行動制限を今後も続け

る必要がある
出典：新潟県医師会作成「12～15歳の子どもへの新型コロナウイルスワクチン接種の手引き」

12歳～15歳へのワクチン接種は、本人と保護者が十分に理解し判断を

※ 掲載内容を変更している場合があります。最新情報は市コールセンターか市ホームページで
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　入国時に防疫措置の緩和を受けられる国や地域に渡航する予定がある
人を対象に、新型コロナウイルスワクチン接種証明書（ワクチンパスポー
ト）を無料で発行します。申請の方法や書類は、市ホームページで。
※証明書の郵送料は申請者負担。返信用封筒と切手が必要です
※窓口での即日発行はできません

海外渡航予定の人へ
ワクチンパスポートを発行

無料バスを運行します
接種時間＝午前９時～午後０時15分、午後１時30分～５時15分

会場
定員（人） 接種日（２回セット）

計 １日
当たり １回目 ２回目

（３週間後）

さいわいプラザ 6,012 1,002

９月４日㈯ ９月25日㈯

５日㈰ 26日㈰

11日㈯ 10月２日㈯

12日㈰ ３日㈰

18日㈯ ９日㈯

19日㈰ 10日㈰

長岡赤十字病院

※手話通訳員を配置
4,008 1,002

９月４日㈯ ９月25日㈯

12日㈰ 10月３日㈰

18日㈯ ９日㈯

19日㈰ 10日㈰

長岡中央綜合病院 4,008 1,002

９月４日㈯ ９月25日㈯

５日㈰ 26日㈰

11日㈯ 10月２日㈯

19日㈰ 10日㈰

※ 市政だより７月号６～７ページに掲載した集団接種の会場・日程（７月・
８月分）は全て中止になりました

支所 ↕ さいわいプラザ会場

運行日＝９月４日㈯～10月10日㈰の毎週土・日曜日
　※１日３便。片道利用も可
対象＝「さいわいプラザ」会場の集団接種を予約した人
・ バスの予約は不要です。発車時刻までに直接乗り場にお越し
ください

・接種にかかる時間は待機時間を含め、おおむね45分です
・支所職員がバスに同乗します

問各支所市民生活課（山古志・和島支所は地域振興・市民生活課）、
　地域振興戦略部Ｔ39・2515

地域
（問い合わせ先） 各支所 さいわい

プラザ

往復で利用
する場合の

接種予約時間
（目安）

小　国　
　Ｔ95・5900
寺　泊　
　Ｔ75・3113
川　口　
　Ｔ89・3112

8：30発 → 9：30着 9：30
9：4511：30着 ← 10：30発

12：30発 → 13：30着 13：30
13：4515：30着 ← 14：30発

15：30発 → 16：30着 16：30
16：4518：30着 ← 17：30発

山古志
　Ｔ59・2330
和　島
　Ｔ74・3113
栃　尾　
　Ｔ52・5836

8：30発 → 9：15着 9：15
9：3011：00着 ← 10：15発

13：00発 → 13：45着 13：45
14：0015：30着 ← 14：45発

15：30発 → 16：15着 16：15
16：3018：00着 ← 17：15発

中之島　
　Ｔ61・2014
越　路　
　Ｔ92・5011
三　島　
　Ｔ42・2246
与　板　
　Ｔ72・3190

8：30発 → 9：00着 9：00
9：1510：30着 ← 10：00発

13：30発 → 14：00着 14：00
14：1515：30着 ← 15：00発

16：15発 → 16：45着 16：45
17：0018：15着 ← 17：45発

８月20日㈮から年齢層ごとに予約の受け付けを始めます

■予約方法■受付開始日

■会場・日程（９月・10月分）

●65歳以上の高齢者および基礎疾患のある人で、予約が済んでいない人
　８月20日㈮午前10時から受け付けを始めます。基礎疾患のある人は、
８月17日㈫（必着）までに申出書を提出してください（すでに提出済みの
人は不要）。
●64歳以下の人
　８月21日㈯以降、各年齢層の受付開始日の午前10時から受け付けを始
めます。
※ 受け付け開始後１時間程度は混雑が予想されます
※ 年齢層の高い人から先行して受け付けを始めるため、日程や会場によ
っては、年齢層ごとの受付開始日に定員に達している場合があります

● 市ホームページと市公式ラインは24時間受け付け（８月20日
㈮～25日㈬の午前８時から９時59分まではシステムメンテナ
ンスのため予約できません）
● 「券番号（10桁）」と「生年月日（西暦）」が必要です
● １回目の予約をすると、３週間後の同じ会場、時間帯で２回
目が自動的に予約されます
● 時間は15分単位です。時間帯ごとに定員があります
●住む地域にかかわらず、全ての会場を選べます
※ １回目の予約日に接種できなかった場合、２回目もキャンセ
ルされます。改めてセットで予約してください
※ 市コールセンター以外の市役所の電話や接種会場の窓口では
予約できません

市ホームページ
から予約サイトへ

市公式
ラインから

Ｔ0570･012･035
（毎日午前10時～午後７時）

市新型コロナワクチン
接種コールセンター

集団接種

年齢（ 受付開始日
時点の満年齢） 受付開始日

●65歳以上および
　基礎疾患のある人 ８月20日㈮

●60～64歳 ８月21日㈯
●50～59歳 ８月22日㈰
●40～49歳 ８月23日㈪
●30～39歳 ８月24日㈫
●12～29歳 ８月25日㈬ 

午
前
10
時
か
ら
受
け
付
け


