信楽地域のワクチン接種会場を
「信楽中央病院」
へ変更
新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場のうち、信楽地域のワクチン接種会場を10月4日（月）接種分
から、「信楽開発センター」から「信楽中央病院」に変更します。特に10月4日以降に2回目のワクチン接種を
予定されている方は、接種会場をお間違えのないようお願いします。
なお、接種会場は変更しますが、ワクチン接種の予約方法は変わらずコールセンター、ワクチン接種予約
サイトで受け付けます。
新型コロナウイルスワクチンの接種にご協力ください

ワクチン接種後も接種券は大切に保管してください

新型コロナウイルス感染症は、
その高い感染力によっ

証
（臨時）
がついています。

て、私たちの生活を一変させました。
新型コロナウイルスワクチンには、ウイルスに対して高い

を取られていない方がおられましたら、

ワクチン接種
予約サイト

行することはできないため、大切に保管していただき
ますようお願いします。
※
（臨時）
とは後日、正式な接種済証が発行されるという意
味ではなく、
「臨時接種」
に位置づけられる予防接種とい
う意味です。

市ワクチン接種コールセンターやワクチン
接種予約サイトで接種の予約ができます
ので、お早めの予約をお願いします。
問合せ
新型コロナウイルス感染症対策室

接種済証には、接種したワクチンのロットシールを張
り付けており、処分されたり、紛失された場合、再発

発病予防効果と重症予防効果があるとされています。
まだ、接種を希望されていて、予約

新型コロナウイルスワクチン接種券には予防接種済

69-2154

69-2255

マイナンバーカードの申請を職員が出張サポート
市内の企業、地域団体等の会場に職員が出向き、
写真撮影（無料）や、申請手続きをサポートします。
申請は一人5分程度です。
対象団体 ・甲賀市内に事業所・事務所を置く企業等

・甲賀市内の地域団体等
（区、自治会、自治振興会、サー
クル等）
申込方法 ・おおむね５人以上の申請希望者
（甲賀市に
住所がある人）
が見込まれる場合、代表の方からご連絡
ください。
希望日時
（平日の原則、10時～16時）
や会場などを伺
います。
問合せ

市民課戸籍住民係

69-2138

必要なもの ・本人確認書類
（運転免許証、旅券、在留

カードなど写真付きのものなら1点、健康保険証、介護
保険証、年金手帳、学生証、母子手帳など顔写真のな
いものなら2点）
・交付申請書
（通知カードの下の部分、または令和3年
2 ～ 3月に郵送されたもの）
※お持ちの場合
カードの受け取り ・申請からカードができるまで3週間程
度かかります。
カードをお渡しする準備ができたら、市民課または土山・
甲賀・甲南・信楽の各地域市民センターからハガキ
（交付通
知書）
でお知らせしますので、受け取りにお越しください。
ぜひ、この機会にマイナンバーカードを作りましょう。

65-6338

マイナポイントの事業期間が延長されました
マイナポイントの事業期間が当初の9月末から年内
（12月末）までに延長されました。
マイナポイント事業は、
マイナンバーカード受け取り後、
マイナポイントを申し込み、キャッシュレス決済サービス
で、チャージまたはお買い物をすることで上限5,000
円分のポイントを受け取ることができる制度です。
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●マイナポイントの受け取りは以下の方が対象です。

①令和3年4月末までにマイナンバーカードの

高齢者のインフルエンザ予防接種を実施します
インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気で、38℃以上の発熱、頭痛、
関節痛、 筋肉痛、全身倦怠感等の症状が急速に現れるのが特徴です。
高齢者の方が発症すると肺炎等の合併症を引き起こす確率が高く、 亡くなられる場合もあります。
規則正しい生活を行い免疫力を高め、うがい・ 手洗い・マスクの着用・ 密を避けるといった新しい生
活様式を実践するとともに、予防接種を受け、インフルエンザの発症や重症化を予防しましょう。
市内に住民登録があり、次の
①または②に該当する方 ①接種当日
に満65歳以上の方 ②接種当日に60
歳以上65歳未満で心臓・腎臓もしくは
呼吸器の機能障がいまたはヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能障がいを有
する方で、身体障害者手帳1級相当の方
接種期間 10月中旬～ 12月下旬
（詳細は医療機関により異なります）
持ち物
健康保険証または後期高齢
者 医 療 被 保 険 者 証 接種自己負担金
2,000円
（医療機関でお支払いください）
予防接種実施医療機関 表1をご覧くだ
さい。※市外の医療機関で接種を希望
される場合は、接種の2週間前までにす
こやか支援課に必ずご連絡ください。
対象者

問合せ

市民課

69-2138

65-6338

高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関

医療機関名

住所

電話

予約方法

浅田クリニック ※１

水口町東名坂226-1

あん医院

水口町虫生野中央119-1 65-6884 予約不要

69-7755 医療機関に予約

岩谷医院

水口町中邸2-10

太田医院

水口町虫生野中央81-2 63-3553 予約不要

62-0053 予約不要

木村医院

水口町虫生野1015-9 62-2143 医療機関に予約

公立甲賀病院

水口町松尾1256

62-0234 医療機関に予約

さいとう医院内科・消化器内科 水口町松栄3-26

65-2002 予約不要

田代クリニック

水口町新城696

63-0530 予約不要

田代外科・整形外科医院 水口町泉1272

62-0635 予約不要

つばさクリニック
水
口 中川内科医院
町
濱田クリニック ※２

水口町綾野3-33

63-7766 予約不要

水口町水口5546-4

65-5410 医療機関に予約

水口町水口5992-1

65-3737 医療機関に予約

速水医院

水口町北泉1丁目128 65-3211 予約不要

平川クリニック

水口町東名坂184-2

63-6373 予約不要

接種自己負担金が免除される場合が
あります。

深井クリニック

水口町伴中山3802

65-4100 医療機関に予約

市立みなくち診療所

水口町貴生川293-1

62-3346 予約不要

次の①または②に該当する方は自己負
担金が免除となります。
免除を希望される場合は必ず予防接種
を受ける前に申請をしてください。
①生活保護世帯
②令和3年度市民税非課税世帯
※接種後に申請することはできません。
※60歳以上65歳未満の方で免除申請をご
希望の方は、申請時に身体障害者手帳の写
しまたは主治医の意見書をご持参ください。
申請書の配布・受付場所 すこやか支援
課、または最寄りの保健センター・地
域市民センター ※ご来庁いただくこ
とが難しい場合は申請書を郵送いたし
ますので、すこやか支援課までご連絡
ください。申請書はご記入後にすこや
か支援課までご返送ください。
（返送時
の郵送料は自己負担となります。
）
※申請書は市ホームページからもダウ
ンロードできます。
受付期間 11月30日
（火）
まで
（平日8時
30分～ 17時15分）

みなくち内科・消化器内科 水口町南林口47-2

交付申請をされた方
②すでにマイナンバーカードを取得されている方

（表1）
令和3年度

問合せ

すこやか支援課 母子保健係
69-2169
63-4085

水口病院

63-2100 医療機関に予約

水口町本町2丁目2-43 62-1212 医療機関に予約

村上整形外科クリニック 水口町虫生野1095-4 63-7751 予約不要
山田外科医院

水口町八坂2-29

62-0893 予約不要

やまもと内科・外科クリニック 水口町虫生野中央111 62-9559 予約不要
うだ医院
土 かりゆしクリニック
山
町 川端医院

土山町北土山1684-1 66-1050 予約不要
土山町大野401

67-0155 医療機関に予約

土山町徳原451

67-0018 予約不要

中西医院

土山町北土山1433-2 66-0712 予約不要

隠岐医院

甲賀町隠岐2089

甲
賀 古西医院
町
ますだ内科医院

88-4072 予約不要

甲賀町拝坂833-141 88-5575 予約不要
甲賀町滝2231-1

88-2277 医療機関に予約

今村医院

甲南町深川2201

86-2119 予約不要

甲南病院 ※3

甲南町葛木958

86-3131 予約不要

甲 竹内リウマチ科整形外科 甲南町野尻77-1
南
甲南町希望ヶ丘本町6
町 寺井医院
丁目857-81
ハートクリニックこころ
甲南町野尻411
布留クリニック

甲南町寺庄1098

しがらきクリニック
信楽町長野619-1
信 信楽中央病院
信楽町長野473
楽
町 独立行政法人 国立病院
信楽町牧997
機構 紫香楽病院

86-8205 医療機関に予約
86-1112 予約不要
86-0011 予約不要
86-3135 予約不要
82-7833 医療機関に予約
82-0249 医療機関に予約
83-0101 医療機関に予約

※１ 浅田クリニックに受診されている方を優先して接種
※２ 濱田クリニックに受診されている方のみ接種可能
※ 3 甲南病院で予防接種のみをご希望の方は、月・水・木・金曜日は12時から
15時の間に、土曜日は9時から12時の間に来院してください。
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