
新型コロナウイルスワクチン
予防接種のお知らせ

◉コールセンターへの電話予約

※お手元に接種券を用意ください。接種券番号・生年月日等から順番にお聞きします。

平日の午前９時～午後５時
※オペレーターにつながる前のガイダンス中の通話料は発生しません。

紀の川市ワクチン接種専用コールセンター

℡ 0570・060・633

▶ Web…URL（https://vc.liny.jp/0769）にアクセスし、予約。
▶ LINE…紀の川市公式アカウントを友達登録し、予約。

◉Web・LINE での予約

▲紀の川市公式 LINE
友達登録ＱＲコード

▲Web予約ＱＲコード

❶予約は１人ずつ「接種券番号」と「生年月日」を入力して、日
　時等を選択ください。１人ずつ予約を確定するボタンを押
　してください。「予約完了」画面が出たら、予約完了です。

❷予約後はマイページにて予約内容をご確認ください。

マイページで予約内容が確認できない場合は、予約完了していません。

■集団接種会場までの無料シャトルバス
集団接種会場まで下記の時間に無料シャトルバスを運行します。紀の川市役所・貴志川支所までは、紀
の川市地域巡回バス（時刻表は別紙）などを利用ください。※シャトルバスは木・土・日曜のみ運行

※臨時便…地域巡回バスコース（桃山鞆渕コース・打田北部コース）16：35市役所発
※地域巡回バスに関するお問い合わせは、紀の川市役所地域創生課（℡77・2511）まで

行き 発 会場着 帰り 会場発 着

紀の川市役所 

東駐車場発着

１便 14：30 14：40

１便 11：15 11：25 ２便 15：20 15：30

２便 11：45 11：55 ３便 15：55 16：05

３便 12：20 12：30 ４便 16：20 16：30

５便 16：50 17：00

４便 13：00 13：10 ６便 17：20 17：30

５便 15：40 15：50

貴志川支所発着

１便 12：00 12：30 １便 15：10 15：40

２便 13：00 13：30 ２便 16：10 16：40

３便 14：30 15：00

■集団接種予約方法…
予約は「コールセンターへの電話予約」「Web予約」「LINE 予約」
のいずれかの方法で行ってください。
１回目と２回目の接種日はセット予約となります。
必ず２回とも接種できる日程で予約してください。２回目の接種は、１回目の接種の３週間後の同時
刻となります。※２回目は予約不要
なお、接種日に体調不良等により接種できなかった人は、２回目の予約も無効とさせていただきます。

新型コロナウイルスワクチン予防接種を受けるには、

必ず事前に「予約」が必要です。

接種方法は、２種類あります。接種方法により予約方法が異なります
ので、確認の上、予約してください。

❶市民体育館で接種を受ける「集団接種」
❷市内の協力医療機関で接種を受ける「個別接種」
※ワクチン接種は強制ではありません。予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方につい
て理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいております。かかりつけ医療機関以外で接種を受け
る人は、事前に接種の可否について、かかりつけ医と相談の上、接種を検討してください。

❶集団接種
■会場…紀の川市民体育館
　　　　　　（紀の川市花野 604 番地２）

■日時…
　◉木曜日：午後１時 30 分～４時 30 分
　◉土曜日：午後１時 30 分～４時 30 分
　◉日曜日 ：午前９時～正午 
　　　　　　午後１時 30 分～４時 30 分
※開始２時間前に暴風警報と大雨警報が同時に発
令されている場合は、集団接種を実施しません。

■当日の持ち物…
　接種券（クーポン券）・予診票・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
　おくすり手帳（服用中の薬が分かるもの）・上履き（スリッパなど）
　※予診票は事前にご記入ください。また当日はマスクを着用し、肩を出しやすい服装でお越しください。

手話通訳、要約筆記等が必要な人は、事前申請が必要です。予約日が決まりましたら、障害
福祉課（℡77・2511／ Fax79・3926　本庁２階）へ通訳などの申請をお願いします。

集団接種日程（１回目接種日／２回目接種日）

❶ ７月15日（木）／８月５日（木）

❷ ７月17日（土）／８月７日（土）

❸ ７月18日（日）／８月８日（日）

❹ ７月29日（木）／８月19日（木）

❺ ７月31日（土）／８月21日（土）

❻ ８月１日（日）／８月22日（日）

… …

※以降も集団接種を実施します。
　日程は随時、更新します。
　くわしくはホームページを確認ください。



下記の医療機関で予防接種を希望する場合は、医療機関へ直接予約してください。

医療機関名 住所 希望する人
すべて可

かかりつけのみ
可 連絡先

打田

いちごクリニック 西大井210-1 ● 77・0150

上田内科クリニック 東国分431-1 ●（16歳以上） 77・6690

奥クリニック 黒土263-1 ●（16歳以上） 77・7800

山口胃腸科 西大井148-9 ● 77・7308

粉河 鞆渕診療所 中鞆渕911 ●（鞆渕地区のみ） 79・0009

那賀 佐藤クリニック 藤崎363-2 ● 75・9229

桃山

在宅総合ケアセンター
赤ひげクリニック 桃山町神田378 ● 66・9003

津田クリニック 桃山町神田156 ● 66・3111

西岡内科胃腸科 桃山町最上84-5 ● 66・1228
（予約専用電話）

細野診療所 桃山町中畑108-1 ●（細野地区のみ） 79・0009

矢野医院 桃山町調月769-100 ● 66・2609

貴志川

浅江胃腸科 貴志川町長山277-214 ●（16歳以上） 64・8050

貴志川リハビリテーション病院 貴志川町丸栖1423-3 ● 070・4083・8309
（予約専用電話）

さかい耳鼻咽喉科クリニック 貴志川町井ノ口1576-1 ● 67・7233

高尾内科医院 貴志川町丸栖5-4 ● 64・8700

竹内医院 貴志川町神戸1005-5 ● 64・5888

たね耳鼻咽喉科 貴志川町長山180-2 ● 64・9548

西田整形外科 貴志川町長山30-1 ● 64・9100

■直接申し込む医療機関…

■コールセンターなどで申し込む医療機関…

◉Web・LINEでの予約

▲紀の川市公式 LINE
友達登録ＱＲコード

▲Web予約ＱＲコード

❶予約は１人分ずつ「接種券番号」と「生年月日」を入力し、日時などを
選択ください。「予約を確定する」ボタンは１人分ずつ押してください。

「予約完了」画面が出たら完了です。
❷予約後はマイページにて予約内容をご確認ください。

　マイページで予約内容が確認できない場合は、予約完了していません。

▶ Web…URL（https://vc.liny.jp/0769）にアクセスし、予約。
▶ LINE…紀の川市公式アカウントを友達登録し、予約。

下記の医療機関で予防接種を希望する場合は、「コールセンターへの電話予約」「Web
予約」「LINE予約」のいずれかの方法で予約してください。予約は１回目のみ必要
です。２回目接種日は医療機関で案内されますので、２回目の予約は不要です。

❷個別接種

接種は、原則、住民票を登録している市町村において接種を行うこととなっていますが、入院・入所している場

合や基礎疾患をもつ人が主治医の下で接種する場合など、やむを得ない事情がある場合は他の市町村で接種する

ことができます。市町村への申請は必要ありません。接種を受けるにあたり、医師に申告してください。

■個別接種予約方法…
市内の協力医療機関でワクチンの個別接種を行っています。
医療機関によって受付方法が異なります。
「直接申し込む医療機関」と「コールセンターなどで申し込む医療機関」
の２種類ありますので、確認の上、予約してください。

平日の午前９時～午後５時

※お手元に接種券を用意ください。接種券番号・生年月日などから順番にお聞きします。

◉紀の川市ワクチン接種専用コールセンター

℡ 0570・060・633
※オペレーターにつながる前のガイダンス中の通話料は発生しません。

医療機関名 住所 希望する人
すべて可

かかりつけのみ
可

打田

かしい小児科 打田1417-4 ●

循環器内科するたクリニック 上野78-1 ●（16歳以上）

どばしクリニック胃腸内科・呼吸器内科・外科 北勢田228-1 ●

長雄整形外科 下井阪447-1 ●（18歳以上）

西浦内科クリニック 西大井117-6 ●（中学生以上）

のだ小児科 北大井198-7 ●（75歳以下）

正木クリニック 打田1415-4 ●

宮井内科 上野13-10 ●

公立那賀病院 打田1282 ●

粉河

稲穂会病院 粉河756-3 ●

勝田胃腸内科外科医院 粉河1916 ●

髙木内科 粉河418-2 ●

中田内科・胃腸科 猪垣55-3 ●

林内科 長田中394-3 ●（18歳以上）

那賀
阪口クリニック 名手市場63 ●（18歳以上）

名手病院 名手市場294-1 ●（16歳以上）

桃山 岡整形外科 桃山町市場383-1 ●（18歳以上）

貴志川

井畑内科医院 貴志川町長原436-1 ●（16歳以上）

神戸坂口クリニック 貴志川町神戸644 ●

坂口内科 貴志川町井ノ口577-1 ●

まつもと内科 貴志川町長山244 ●

峰小児科 貴志川町長山277-284 ●

■当日の持ち物…当日はマスクを着用し、肩を出しやすい服装でお越しください。

　接種券（クーポン券）・予診票（予診票は事前に記入ください）・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

　おくすり手帳（服用中の薬が分かるもの）


