
※接種は原則として住民票所在地の市町で受けていただきます。

※個別の医療機関での接種や予約方法等、詳細は各市町のホームページからご確認ください。

ファイザー
（オミクロン株対

応）

モデルナ
（オミクロン株対

応）
時間帯 月 火 水 木 金 土 日 備考

午前 ◇ ●

午後 ● ● ●

夜間 ●

午前 ◇ ●

午後 ● ● ●

夜間 ●

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前 4

午後 11,
25

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

長浜市 西友長浜楽市店 長浜市八幡東町9-1 〇 予約状況に応じて随時変更していますの
で、予約サイトで確認をお願いします。

【予約サイトURL】
https://www.covid19-
vaccine.mrso.jp/252034/VisitNumb
ers/visitnoAuth/

https://www.city.nagaham
a.lg.jp/0000012033.html

https://www.city.hikone.lg
.jp/daiji/corona/vaccine/
18090.html

くすのきセンター 彦根市八坂町1900番地4 〇

グリーンピアひこね 彦根市清崎町1118番地

みずほ文化センター 彦根市田原町11番地 〇 現時点で接種予定日の設定はあ
りません。

終了

彦根市

彦根市役所本庁舎 彦根市元町4番2号 〇 現時点で接種予定日の設定はあ
りません。

〇 2月4日で終了しました。

大津市

大津市ふれあいプラザ 大津市浜大津四丁目１番１号 〇 終了 1月28日で終了しました。

https://www.city.otsu.lg.jp
/soshiki/021/1452/va/40
260.html

瀬田公園体育館 大津市一里山六丁目９番１号 〇 終了 12月23日で終了しました。

各市町の集団接種会場（オミクロン株対応ワクチン）

市町名 会場名 会場住所

ワクチンの種類 運営日時
※「夜間」は18時以降の接種としています

その他 ホームページ

滋賀県

滋賀県広域ワクチン接種セン
ター南部会場

大津市打出浜14-30 ○

◇月曜日の午前中はノババック
スを使用した接種

接種は3月20日で終了します。

予約なし接種も実施中

https://www.pref.shiga.lg.j
p/ippan/kenkouiryouhuku
shi/yakuzi/320755.html

滋賀県広域ワクチン接種セン
ター北部会場

彦根市松原町1917-1 ○

◇月曜日の午前中はノババック
スを使用した接種

接種は3月20日で終了します。

予約なし接種も実施中

３/１～３/31接種分

枠内の数字は実施している「日にち」です！

●印は毎週実施、ただし、例外の日もありますので

詳細は備考欄をご確認ください！
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※接種は原則として住民票所在地の市町で受けていただきます。

※個別の医療機関での接種や予約方法等、詳細は各市町のホームページからご確認ください。

ファイザー
（オミクロン株対

応）

モデルナ
（オミクロン株対

応）
時間帯 月 火 水 木 金 土 日 備考

各市町の集団接種会場（オミクロン株対応ワクチン）

市町名 会場名 会場住所

ワクチンの種類 運営日時
※「夜間」は18時以降の接種としています

その他 ホームページ

３/１～３/31接種分

枠内の数字は実施している「日にち」です！

●印は毎週実施、ただし、例外の日もありますので

詳細は備考欄をご確認ください！

午前

午後 4,25

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後 4,18

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後 17
4,11
,18

5

夜間 17

午前 4,18

午後 ●

夜間 10,
24

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

https://www.city.yasu.lg.jp
/oshirase/wakuchin/1663
058369058.html

終了 2月より、集団接種は「西友水口
店」1か所のみ

信楽開発センター
2月より、集団接種は「西友水口
店」1か所のみ

野洲市 野洲市集団接種会場
（イオンタウン野洲）

野洲市乙窪480番地1 〇 終了 集団接種は12月24日で終了しま
した。

個別の医療機関で引き続き
接種を実施しております。

詳細はホームページからご
確認ください。

栗東市 アル・プラザ栗東 栗東市綣二丁目３番22号 〇

・接種時間
金曜日：15時30分～19時30分
土・日曜日：13時00分～17時00
分

３月17日（金）17時～19時
は予約なし接種を実施
https://www.city.ritto.lg
.jp/soshiki/kenkofukushi/
wakuchin/shudansesshu/120
48.html

https://www.city.ritto.lg.jp
/soshiki/kenkofukushi/wa
kuchin/osirase/12401.ht
ml

甲賀市

西友水口店 甲賀市水口町水口6084番地１ 〇 3/31(金）の接種はなし。

甲賀市信楽町長野1251 〇 終了

予約なし接種も実施中
（甲賀市に住民登録のある
方のみ）

https://www.city.koka.lg.jp
/21695.htm

医療法人社団仁生会
甲南病院

甲賀市甲南町葛木958 〇

草津市 草津市集団接種会場
エイスクエアＳＡＲＡ北館

草津市西渋川一丁目23-1 〇 13時30分～18時30分受付。

https://www.city.kusatsu.
shiga.jp/fukushikenko/hok
en/kansenshou/covid-
19/vaccination/wakuchin
n/omikuron.html

守山市 守山市コミュニティ防災セン
ター（北消防署）

守山市石田町377-1 〇 終了 集団接種は１月21日で終了しま
した。

個別の医療機関で引き続き
接種を実施しております。

詳細はホームページからご
確認ください。

https://www.city.moriyam
a.lg.jp/korona/vaccination
/syudansesyu.html

近江八幡市ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町1481

〇

https://www.city.omihachi
man.lg.jp/iryo/covid_19/v
accine/23463.html

〇 終了 モデルナの集団接種は終了しま
した。
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※接種は原則として住民票所在地の市町で受けていただきます。

※個別の医療機関での接種や予約方法等、詳細は各市町のホームページからご確認ください。

ファイザー
（オミクロン株対

応）

モデルナ
（オミクロン株対

応）
時間帯 月 火 水 木 金 土 日 備考

各市町の集団接種会場（オミクロン株対応ワクチン）

市町名 会場名 会場住所

ワクチンの種類 運営日時
※「夜間」は18時以降の接種としています

その他 ホームページ

３/１～３/31接種分

枠内の数字は実施している「日にち」です！

●印は毎週実施、ただし、例外の日もありますので

詳細は備考欄をご確認ください！

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後 18

夜間

午前

午後 15 11

夜間

午前

午後 4,25

夜間

http://www.city.higashiom
i.shiga.jp/0000015314.htm
l

西友八日市店 東近江市八日市緑町9番30号 〇 3/15は14時～14時30分のみ従来
株ファイザー２回目です。

やわらぎホール 東近江市躰光寺町254番地3

東近江市

旧湖東保健センター 東近江市池庄町466 〇

〇

高島市

今津保健センター 高島市今津町弘川204-1 〇 終了 集団接種は12月18日で終了しま
した。

個別の医療機関で引き続き
接種を実施しております。

詳細は接種券同封のチラ
シ、ホームページからご確
認ください。

http://www.city.takashima
.lg.jp/www/contents/1663
679267544/index.html

安曇川保健センター 高島市安曇川町田中89 〇 終了 集団接種は12月18日で終了しま
した。

やまびこ館 高島市朽木市場792 〇 終了 集団接種は12月18日で終了しま
した。

湖南市 湖南市集団接種会場

湖南市西峰町1番地1 〇 終了 集団接種は12月17日で終了しま
した。 個別の医療機関で引き続き

接種を実施しております。

詳細はホームページからご
確認ください。

https://www.city.shiga-
konan.lg.jp/corona/wakuti
n/index.html

湖南市中央5丁目57番地 〇 終了 集団接種は12月21日で終了しま
した。
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※接種は原則として住民票所在地の市町で受けていただきます。

※個別の医療機関での接種や予約方法等、詳細は各市町のホームページからご確認ください。

ファイザー
（オミクロン株対

応）

モデルナ
（オミクロン株対

応）
時間帯 月 火 水 木 金 土 日 備考

各市町の集団接種会場（オミクロン株対応ワクチン）

市町名 会場名 会場住所

ワクチンの種類 運営日時
※「夜間」は18時以降の接種としています

その他 ホームページ

３/１～３/31接種分

枠内の数字は実施している「日にち」です！

●印は毎週実施、ただし、例外の日もありますので

詳細は備考欄をご確認ください！

午前 21

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後 2

夜間

午前

午後 23

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後 14,28

夜間

午前

午後

夜間 13

午前 25

午後

夜間

予約は竜王町ワクチン接種
予約センター(090-2553-
0567)へお願いします。

http://www.town.ryuoh.sh
iga.jp/admin_news/2020_0
1corona_virus/corona_vac
cine/colona_vaccine.html

あえんぼクリニック 竜王町山之上5572 〇

かりもと整形外科クリニック 竜王町小口1658-1 〇竜王町

竜王町保健センター 竜王町小口5-1

日野町 ワクチン接種特設会場 日野町河原一丁目1番地

〇

〇

終了

終了 2月13日をもって終了しました。 集団接種は16歳以上

https://www.town.shiga-
hino.lg.jp

〇 2月13日をもって終了しました。 集団接種は16歳以上

米原市役所本庁舎 米原市米原1016 〇 終了 1月14日で終了しました。

https://www.city.maibara.l
g.jp/soshiki/kenko_fukushi
/wakutin/16918.html

地域包括ケアセンター
いぶき

〇

近江診療所 米原市新庄77-1 〇
個別医療機関はこちらの
URLから

https://www.city.maibara.l
g.jp/soshiki/kenko_fukushi
/wakutin/16963.html

市立長浜病院 長浜市大戌亥313

米原市

米原市保健センター 米原市長岡1050-1 〇

米原市春照58-1

〇 終了 1月23日で終了しました。

対象者は18歳以上で以下に該当す
る方
① アレルギーや持病等により病院
での接種を希望される方
② かかりつけ医から病院での接種
をすすめられた方
③ 今までの接種時に医療処置が必
要であった方
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http://www.town.ryuoh.shiga.jp/admin_news/2020_01corona_virus/corona_vaccine/colona_vaccine.html
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※接種は原則として住民票所在地の市町で受けていただきます。

※個別の医療機関での接種や予約方法等、詳細は各市町のホームページからご確認ください。

ファイザー
（オミクロン株対

応）

モデルナ
（オミクロン株対

応）
時間帯 月 火 水 木 金 土 日 備考

各市町の集団接種会場（オミクロン株対応ワクチン）

市町名 会場名 会場住所

ワクチンの種類 運営日時
※「夜間」は18時以降の接種としています

その他 ホームページ

３/１～３/31接種分

枠内の数字は実施している「日にち」です！

●印は毎週実施、ただし、例外の日もありますので

詳細は備考欄をご確認ください！

午前

午後 6 31

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後 25

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後 18

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後 11

夜間

https://www.town.taga.lg.j
p/contents_detail.php?co=
kak&frmId=1771

多賀町 多賀町総合福祉保健
センターふれあいの郷

犬上郡多賀町多賀221-1 〇

甲良町 甲良町保健福祉センター 甲良町大字在士357-1

〇
https://www.kouratown.jp
/cyonososhiki/hokenfuku
shika/hokenkakari/1989.h
tml

終了 モデルナの接種は終了しまし
た。

豊郷町 豊栄のさと 豊郷町四十九院1252

〇

https://www.town.toyosat
o.shiga.jp/kikikanri/00000
02960.html

〇 終了 モデルナの接種は12月3日で終了
しました。

愛荘町 愛荘町立愛知川公民館 愛荘町愛知川13番地5

〇 コールセンター/WEBで予約可
能。

https://www.town.aisho.s
higa.jp/covid_19/vaccine/
9431.html

〇 終了 モデルナの接種は終了しまし
た。
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