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基礎疾患のある人・60 ～ 64歳の人

新型 コ ロ ナ ワク チン接種のご案内

65歳以上の人への接種券の送付に続き、基礎疾患のある人と
60 ～ 64歳の人へ接種券を送付します。

12 ～ 59歳の基礎疾患を有する人

12歳～ 59歳の人

（昭和37年４月２日以降生まれ）

■７月10日
（土）に接種券を送付します。

ファイザー社ワクチンは接種日に12歳以上になっている必要があります。

国が示す基礎疾患の範囲

■予約開始日は決まり次第お知らせします。

※予約時の混乱を避けるため年齢区分別に段階的に予約の受け
付けを開始します

１．以下の病気や状態の方で、通院・入院している人
①慢性の呼吸器の病気、慢性の心臓病
（高血圧を含む）
、慢性の腎臓病、慢
性の肝臓病（肝硬変等）
②インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
③血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）

60 ～ 64歳の人

（昭和32年４月２日～昭和37年４月１日生まれ）

■６月25日
（金）に接種券を送付します。

④免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）

■７月５日
（月）午前９時から下記へ予約ください。

⑤ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
⑥免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
⑦神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
⑧染色体異常
⑨重症心身障害
（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）

65歳以上の人

（昭和32年４月１日以前生まれ）

■予約受付中
（接種を希望する人は下記へ予約をして

⑩睡眠時無呼吸症候群
⑪重い精神疾患
（精神疾患のため入院している、
精神障害者保健福祉手帳を

から接種をうけてください。）

所持している、
または自立支援医療
〈精神通院医療〉
で
「重度かつ継続」
に該
当する場合）
や知的障害
（療育手帳を所持している場合）
２．基準（BMI30 以上）を満たす肥満の人

◆集団接種会場◆市立芦屋病院
◆ 個 別 の 医 療機関 の 予 約

接種券の発送について

窓口・ファク
スの予約は
できません

予約開始日がきたら 必ずお手元に接種券をご準備いただき、イン

【事前申請が不要で市から接種券が送付される人】
◆身体障害者手帳（呼吸器機能障害・心臓機能障害・腎臓機能障害・肝臓機能障
害）を所持している人

ターネット（WEB）か電話（10桁の接種券番号をお伝えください）で予約
してください。※電話での予約は混雑が予想されます。WEBからのス
ムーズな申し込みをお勧めします。

◆療育手帳を所持している人
◆精神障害者保健福祉手帳を所持している人
◆自立支援医療（精神通院医療）の受給者のうち「重度かつ継続」に該当する人

■６月25日（金）に接種券を送付します。
■接種券が届いたら７月５日
（月）
午前９時より右記へ予約ください。
【上記以外の事前申請が必要な基礎疾患のある人】
事前申請を受け付けたあと、接種券を送付します。（すでに接種済みの
人は申請の必要はありません）
６月30日（水）までの受け付け分については７月７日（水）に接種券を
送付し、７月10日（土）午前10時から右記で予約可能となります。
（７月１日以降に受け付けした場合には、受け付けよりおおむね２週間
後から予約開始となります）
事前申請
■申請方法 事前申請Webもしくは郵送
Webはこちら
事前申請Webより申請ができない人は氏名
（ふりがな）
・
生年月日・住民票上の住所・該当する基礎疾患（上記の「国
が示す基礎疾患の範囲」から番号と名称〈例：1⑧染色体
異常など〉）を記載の上､郵送にてお送りください。
■郵送先 芦屋市保健センター新型コロナワクチン担当
（〒659-0051  呉川町14-9）

電話・窓口・ファクスでの受け付けはできません

インターネット(Web)で予約
２次元コードか芦屋市ワクチン接種Web
予約サイトから予約できます

電話で予約
芦屋市新型コロナワクチンコールセンター
ゼロ ロク ゴー ゴー

☎0797-31-0 6 5 5
〈受付時間〉
月～金 午前９時～午後５時30分

土・日 午前10時～午後６時30分

間違い電話が多発しています。市外局番も含めよく確認してください。

個別の医療機関一覧は裏面をご覧ください。→
聞こえや言葉で配慮を必要とされる人は FAX 31-1018へ
（相談は予約開始前から受付）

接種券発送と予約開始スケジュール
６月25日
60 ～ 64 歳の人
基礎疾患を有する人
（事前申請が不要な人）
基礎疾患を有する人
（事前申請が必要な人）
12 ～ 59 歳の人

６月30日

７月５日

接種券送付

予約開始

接種券送付

予約開始
事前申請１次締切
以降は随時受付

７月７日

接種券送付

７月10日

７月15日ごろ以降

6 月 30 日 ま で に 事 前 申 請 7 月 1 日以降に事前申請を受け付けた
を受け付けた人の予約開始 人の予約開始(受け付けから約２週間)
段階的に予約開始
接種券送付
決まり次第お知らせ
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接種会場と接種スケジュール（６月～８月）※新たな接種の日程は決まり次第お知らせします
１回目の接種のみ予約していただきます。２回目接種は３週間後の同じ会場・同じ曜日・同じ時間となります。
※特別警報が発令された場合は中止します。 警報が発令された場合は市ホームぺージを確認、またはコールセンター
へお問い合わせください。

集団接種会場 (保健福祉センター・市民センター・潮芦屋交流センター)
接種日程

月曜日～金曜日

保健福祉センター
（呉川町 14-9）
市民センター
（業平町 8-24）
潮芦屋交流センター
（海洋町 7-1）
時

７月５日～９日

土曜日

※月曜日から金曜日は１週間ごとに会場を変え

日曜日

て実施します。

７月 26 日～ 30 日

※土曜日・日曜日は３会場で毎週実施します。

８月 16 日～ 20 日
７月 12 日～ 16 日

８月２日～６日

～８月７日

～８月８日

８月 23 日～ 27 日

※毎週火曜日を除く

の土曜日

の日曜日

７月 19 日～ 23 日

８月９日～ 13 日

間

※キャンセル等が出た日程は、WEBで確認また
はコールセンターへお問い合わせください。
※当日キャンセル分などのワクチンは国の通知

※毎週水曜日を除く
午後１時 30 分～４時 30 分

午前 10 時～午後１時
午後１時 30 分
午後１時 30 分
～６時 30 分
～６時 30 分

市立芦屋病院（朝日ケ丘町39-１） 接種会場：南駐車場地下１階
個別の医療機関

※各会場へは公共交通機関をご利用ください。

に基づき，集団接種会場の安定運営のため，廃
棄することなく集団接種会場従事者へ接種し
ます。

時間：月～金曜日 午後１時30分～４時30分

各医療機関で予約はできません。電話・訪問での予約の問い合わせはしないでください。

各医療機関の接種ができる日時はインターネット予約画面・コールセンターでご確認ください。

初診の人でも接種可能な医療機関
１. 青い鳥クリニック

南宮町 12-24-2

９. ありがとう芦屋クリニック

船戸町 3-24-1-1F

17. 松葉医院

翠ケ丘町 1-4

R いいだ内科クリニック
２. 芦屋〇

公光町 11-5-301

10. いまむらクリニック

大原町 20-19-2F

18. 松村内科クリニック

伊勢町 7-27

３. 芦屋駅前小野内科クリニック

大原町５-22-1F

11. 大森医院

浜風町 3-4

19. みむらクリニック

大原町 15-14

４. 芦屋グランデクリニック

前田町 3-5

12. かわもり小児科

竹園町 6-22

20. 村松医院

浜町 10-５

５. あしやサニークリニック 内科

翠ケ丘町 2-8-101

13. 坂本泌尿器科

朝日ケ丘町 39-1

21. 毛利耳鼻咽喉科

南宮町 10-24

６. 芦屋セントマリアクリニック

大原町 5-20

14. 多田医院

打出小槌町 13-5

22. よねくらクリニック

船戸町１-29-5F

７. 芦屋セントマリア病院

朝日ケ丘町 8-22

15. 永松クリニック

松ノ内町 10-18

23. 渡辺産婦人科小児科

船戸町 6-21

８. 芦屋たいらクリニック

川西町 6-19

16. ながれたに内科クリニック

津知町 3-12

継続受診中の人のみ接種できる医療機関
24. 芦屋おく内視鏡クリニック

大桝町１-25-1F

36. 重信医院

西山町 11-3

48. ふじクリニック

精道町 6-13-1F

25. 芦屋橋本クリニック

業平町 6-31

37. 筋師内科皮ふ科医院

岩園町 7-26

49. 藤崎整形外科

船戸町 2-1-206

26. 芦屋やまもとクリニック

東山町 29-19

38. 須山脳神経外科クリニック

精道町 7-1-3F

50. 古川耳鼻咽喉科医院

大原町 5-1

27. あずみクリニック

松ノ内町 6-23

39. ちゃばたクリニック

春日町 4-4-1F

51. 本田外科胃腸科

宮川町５-11

28. 有田クリニック

宮塚町 16-6

40. 冨永医院

公光町 10-20

52. 前川クリニック

西蔵町 4-5

29. 池本脳神経クリニック

大原町 20-19-1F

41. 長澤クリニック

船戸町 2-1-107

53. 南芦屋浜病院

陽光町３-21

30. いとう医院

西芦屋町 8-19

42. なかにしクリニック

船戸町３-23-3F

54. 宮﨑内科クリニック

春日町 7-3-201

31. ウィメンズクリニック布谷

船戸町 1-29-5F

43. ならばやし内科・呼吸器
   内科クリニック

船戸町 1-29-5F

55. メイプルこどもクリニック

岩園町 1-7

32. 上田内科

朝日ケ丘町 2-24

44. 西川内科

船戸町 4-1-401

56. 吉田内科クリニック

業平町 5-2-6F

33. 上塚耳鼻咽喉科

打出小槌町 8-10

45. にしわき消化器内科・
   外科クリニック

浜町 9-9

57. 渡辺内科クリニック

高浜町 7-2-105

34. 高内科

東山町 5-8-2F

46. 野村医院

伊勢町 5-10

58．松本クリニック

35. さわだクリニック

川西町 8-12

47. 平林医院

浜町 9-5-101

三条南町 13-16

NEW

予約は 6 月 24 日～、接種は 7 月 5 日～

接種を受けるときの持ち物
次の３点を持って接種場所へお越しください（当日は、これら全ての書類がないと接種を受けられません）。

▶ 接種券

▶ 予診票

国・県による大規模接種

▶ 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）
市と大規模接種会場の予約が重複したときは、必ずどちらかの予約をキャンセルしてください。

▶自衛隊大阪大規模接種センター
■会場

※お薬手帳があればお持ちください

大阪府立国際会議場   
〈グランキューブ大阪〉

             （大阪市北区中之島5-3-51）※詳細は、防衛省サイトへ→

▶兵庫県新型コロナワクチン大規模接種
■会場

西宮市立中央体育館（西宮市河原町1-16）

■申し込み

特設サイトでWEB予約または、指定の
はがきで予約

※詳細は、県特設サイトへ →

