
長岡京市

ご注意
●接種について迷うときはかかりつけ医に相談
し、接種するかどうか決めてください。

●予約前に、接種券に同封の「新型コロナワク
チン予防接種についての説明書」を読んで、
効果や副反応について確認してください。

広報長岡京
新型コロナ
ワクチン
特別臨時号
第2号

集団接種を希望する場合、2・3ページのスケジュールをご確認の上、予約ください。
個別接種を希望する場合、詳細は5月中旬頃に発行する広報臨時号第３号でお知らせしますので
各医療機関への予約に関するお問い合わせはお控えください。

65歳以上対象

集団接種の流れ集団接種の流れ

予診票を記入する３ 接種当日4

接種会場を選択する1

予約する（LINE、電話）2

5/22（土）～8/29（日）集団接種 実施期間

1回目の接種が終わったら
2回目の接種の予約を
とってください。

ご家族と一緒に
ご確認ください

5月22日（土）から、65歳以上の人の集団接種が始まります。
予約の受付開始は5月6日（木）からです。LINEまたは電話で予約してください。

個別接種について
個別接種は5月29日（土）から開始予定ですが、
医療機関によって開始時期が異なる場合もあり
ます。詳細は5月中旬頃に発行する広報臨時号
第３号でお知らせします。



1回目と2回目の接種を同時に予約することはできません。1回目接種後に2回目の接種の予約が
できるようになります。2回目の予約について詳しくは接種当日に会場でお知らせします。
３週間後に同じ会場での接種をお願いします。

2回目の接種の日程もご確認いただいた上、接種会場を選んでください。
5月・6月分の予約は5月6日（木）から、7月・8月分は6月1日（火）から予約可能です。
接種は1時間ほどかかる見込みです。時間に余裕を持った日時をお選びください。

3週間あけて、
2回打つ必要があります。

1回目の接種後に
2回目の予約ができるようになります。

接種会場を選択する
（集団接種を希望する場合）
1

LINEで予約しよう！
第七小学校で

接種を受けたいな…
2回目接種は

7月17日か18日か、
予定を空けておこう。

近くの長法寺小学校で
受けたいけど、

ここだと2回目接種の日は
予定があるわね…

第八小学校なら1回目も
2回目も日程は大丈夫！
電話で予約しよう！

もしもし！

2

●集団接種の実施スケジュール

＜各接種日の予約枠について＞
【土曜日】 ①午後1時40分～午後5時10分
【日曜日】 ②午前8時40分～午後０時10分　③午後1時40分～午後5時10分
※①～③のいずれの区分も10分間隔で予約枠が設定されています。
※会場はいずれも小学校の「体育館」となりますので、お間違いのないように来場ください。
※対象人数が多いため、長五小は会場を2回設定しています。

現在、ワクチンは国からの必要供給数が見込まれています。
ご自身の都合に合わせて予約してください。

予約開始日 接種会場 第1回接種日

長六小 ５月２２日（土）・２３日（日）

長三小 ５月２９日（土）・３０日（日）

長九小 6月５日（土）・６日（日）

長五小
（第１日程） 6月12日（土）・13日（日）

神足小 6月19日（土）・20日（日）

長七小 6月26日（土）・27日（日）

６月１２日（土）・１３日（日）

６月19日（土）・20日（日）

6月26日（土）・27日（日）

7月3日（土）・4日（日）

7月10日（土）・11日（日）

7月17日（土）・18日（日）

第２回接種日

５月６日
（木）

予約開始日 接種会場 第1回接種日

長四小 7月3日（土）・4日（日）

7月10日（土）・11日（日）

長法寺小 7月17日（土）・18日（日）

7月31日（土）・８月１日（日）

長八小

長十小

８月７日（土）・８日（日）

7月24日（土）・25日（日）

7月31日（土）・８月１日（日）

８月７日（土）・８日（日）

８月21日（土）・22日（日）

８月28日（土）・29日（日）

第２回接種日

６月１日
（火）

長五小
（第２日程）

＜5月6日（木）予約開始分＞

＜6月1日（火）予約開始分＞

３



聴こえや言葉等に障がいのある人は、ファクス（075-955-2054）での予約もできます。
接種券番号・氏名・生年月日・希望接種会場・希望日時、ファクス番号をご記入の上、お送りください。

5月6日（木）午前９時より受付開始します。
予約後は、こちらから予約受付はがき等を送付することはありませんので、予約日時を確実にお手
元に控えてください。この臨時号の最終ページのメモ欄もぜひご活用ください。
なお、予約は接種日直前の金曜日午後5時まで受け付けできます。

＜接種当日までに確認をお願いします＞
現在、何らかの病気にかかって、治療（投薬など）を受けている場合、
必ずその病気を診てもらっている医師に、接種を受けていいかどう
か相談してください。当日の診察の結果、接種を見送る場合もあり
ますのでご了承ください。

5月6日（木）午前9時以降、
24時間受付が可能です。

●市役所窓口では予約を受け付けていません。
●接種は1時間ほどかかる見込みです。時間に余裕を持った日時をお選びください。
●集団接種の予約に関して、コールセンターが混雑することが予想されます。

予約する（LINE、電話）2
LINEでの予約方法

コールセンター：☎075-955-9732

受付時間：午前9時～午後5時
※5月中は土日も受付します。なお、5月1日（土）～5月5日（水）は

　受け付けていませんのでご注意ください。

接種券に記載の接種券番号と生年月日、電話番号、希望接種会場、希望日時を伝えてください。

電話での予約方法

※画面はイメージです。一部異なる場合がございます。

①LINEをダウンロード

長岡京市公式LINE
QRコード

⑤友だち登録 ⑥メニューを選択 ⑦予約 ⑧予約内容を確認

＜予約の流れ＞

予約後、予約完了画面を確認
してください。

質問にしたがって、接種の回
数、接種券に記載の接種券番
号、生年月日、電話番号を入力
し、接種会場、予約日時を選
択してください。

トーク画面のメニューより新
型コロナウイルス感染症関連
のタブに切り替え、ワクチン
接種のメニューを選択してく
ださい。

②ホーム画面 ③QRコードリーダー ④QRコードを読み取り
こちらのQRコードをスキャン
すると、「長岡京市公式LINE」
の登録画面に移動します。

QRコードリーダーで右記の
QRコードをスキャンしてくだ
さい。

LINEのホーム画面よりQR
コードリーダーを起動してく
ださい。

LINEをご利用でない場合、
「App Store」または「Google 
Play」よりダウンロードしてく
ださい。

「長岡京市公式LINE」の登録
画面より追加ボタンを押して
友だち登録してください。

iPhone（iOS）の場合は
App Store よりダウンロード

Androidの場合は
Google Play よりダウンロード

接種券をお手元にご用意ください。

予約は接種日の3日前までの受付となります。それ以降はコールセンターへお電話ください。また、
LINEで予約した場合はLINE上でキャンセルができます。予約をキャンセルする場合は、接種日の
3日前までに必ず予約取消を行ってください。

お待たせ
しません！

接種券に同封している「新型コロナウイルスワクチンの接種が始まります」というチラシに誤りがありましたので、ここに訂正し、お詫び申し上げます。
（誤）FAX：075-955-5042 → （正）FAX：075-955-2054
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❹スムーズな受付のため、予診票は事前に記入ください。

以下にご注意いただき、スムーズな接種にご協力いただきますようよろしくお願いします。円滑な接種のため、事前に予診票への記入をお願いします。

＜予診票の記載例＞

❸会場へはできる限り徒歩や自転車でお越しください。
接種会場となる各小学校は、駐車スペースに限りがあります。徒歩や自転
車、公共交通機関でお越しください。聴こえや視覚等に障がいがあり、接種
会場でお手伝いが必要な人は事前に電話（075-955-9732）・ファクス
（075-955-2054）でご連絡ください。全小学校にスロープがあります。

❷予約時間は厳守ください。
予約時間より早く会場に来られた場合、ワクチンの準備ができるまでお待ちいただくことになります。
また、密を避けるために予約時間前は入場できず、屋外に待つスペースもありません。
そのため、時間厳守にご協力ください。また、予約キャンセルの場合は必ずご連絡ください。

❻同伴者は最少人数にしてください。

❽マスクを着用してお越しください。

❺必要書類を忘れずご持参ください。

❼接種会場に行く前に体調を確認してください。
熱がある場合や、体調がすぐれない場合は接種を控えてください。
その場合、コールセンター（075-955-9732）に早めにお知らせください。

❶肩を出しやすい服装で
　お越しください。
肩を出しやすい服装（半袖など）でお越しください。
集団接種会場では着替えができるスペースはありません。
着脱しやすい服装でお越しください。

予診票を記入する３ 接種当日 ＜接種当日の注意点＞4

京都 長岡京

開田1-1

長岡　京
012
345

ナガオカ キョウ

1 9 5 6  0 1  0 1 6 5

5 22

✓
6789

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

52021 22 長岡　京

クーポン券は貼らないでください。

接種日当日の
年齢を記入して
ください。

あらかじめ
接種日、署名を
記入してください。

基礎疾患の
ある人は
こちらにチェック
してください。

予診票に同封の
説明書を読み、
チェックして
ください。

一つでもお忘れの場合、接種できない場合があります。その場合は、後日あらためて別日の予約を
取っていただきます。投薬をうけている人は「お薬手帳」をお持ちください。この臨時号の最終ページ
のチェックリストをご活用ください。

接種される人に介助が必要な場合、同伴者も一緒に入場できますが、密の回避のため、最少人数で
ご来場ください。
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●本人確認書類
　（健康保険証・運転免許証・マイナンバーカード等のいずれか1つ）
●予診票
●接種券（クーポン券）
※上記が一点でもない場合は
　接種できない場合があります。
●お薬を飲まれている人はお薬手帳

□ 肩をすぐ出せる服装ですか？

□ 予約日・予約時間は正しいですか？

□ 予診票の記入は終わっていますか？

□ 当日の持ち物はそろっていますか？

接種当日のチェックリスト接種当日のチェックリスト

予約完了後、接種の予約日時をメモしてください。

相
談
窓
口
の
ご
案
内

新型コロナワクチンに関する相談窓口を設置しています。　※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。

受付時間：午前9時～午後7時
　　　　 （土曜日、日曜日、祝日を含む）

京都新型コロナワクチン
相談センター ＜京都府＞
☎075-414-5490

相談内容：医学的知見が必要となる副反応等に係る
　　　　  専門的な相談（「接種後3日経っても腫れて
　　　　 いるが、医療機関を受診した方がよいか」等）

月　　　　日　　　　時　　　　分　

場所：

1回目

月　　　　日　　　　時　　　　分　

場所：

２回目 ※1回目の接種後に予約できます。

＜当日の持ち物＞


