京都市集団接種会場における新型コロナワクチン接種のご案内

大切な人，自分のために
ワクチン接種を御検討ください
京都市では、１・２回目、３回目、４回目、全ての接種を実施！

１

対象者（該当の接種券をお持ちの方）
１回目接種

５歳以上の方

２回目接種

１回目接種から３週間以上経過した５歳以上の方

３回目接種

４回目接種

（※ 一部ワクチンは接種間隔が異なります）

２回目接種から５か月以上経過した 12 歳以上の方
（※ 一部ワクチンは接種間隔が異なります）

３回目接種から５か月以上経過した
「60 歳以上の方（全員）
」と
「18 歳から 59 歳の方で基礎疾患を有する方等」のみ
（医療従事者、高齢者施設・障害者施設等のスタッフの方も対象）

・ 住民票が京都市外の方も接種できます（市外の方は、電話予約のみ）。
（出産のために里帰りしている妊産婦や、遠隔地へ下宿している学生、単身赴任をされている方等、
やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方に限ります）
※ ワクチン接種は強制ではありません。

２

予約方法

※１～４回目受付

．．
（１）ＷＥＢ予約【京都市民の方のみ】

（接種予約サイト二次元コード）

■ 京都市新型コロナワクチン接種予約サイト
（２）電話予約【京都市民以外の方も受付】
■ 京都市新型コロナワクチン接種コールセンター（受付時間 8:30〜17:30、土日祝含む）
○ TEL：０５０－３３１０－０３７１
※「接種券番号」
、本人氏名、生年月日、希望接種場所、日時等をお伺いします。
※ 聴覚障害等があり電話での予約が難しい方は、ＦＡＸ（075-950-0809）で受け付けます。
※ 住民票がある市町村と接種券発行の市町村が異なる場合、その旨お伝えください。

［接種券がお手元にない方へ］
コールセンターへの電話か郵送による申請で接種券の再発行を
受け付けています。詳しくはポータルサイトをご覧ください。

（京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

令和４年７月発行
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京都市の集団接種会場一覧
注意：接種会場、医療機関への直接のお問合せはお控えください。

最新の情報は、京都市新型コロナワクチン接種予約サイト（ポータルサイト）をご覧ください。
〇１・２回目接種【ファイザー社ワクチン（12 歳以上用／5～11 歳用）
】
対象回数
ワクチン種
会場（所在地⇒地下鉄、市バス等）
ファイザー
１回目 京都工場保健会診療所
土曜日
12 歳以上用
２回目 （中京区西ノ京北壺井町 67⇒地下鉄「西大路御池駅」）
ファイザー
１回目 京都市役所会場
土曜日
5～11 歳用
２回目 （中京区上本能寺前町 488⇒ゼスト御池から直結）
〇３・４回目接種（
「３回目のみ」や「４回目のみ」実施する会場もあります）
対象回数
ワクチン種
会場（所在地⇒地下鉄、市バス等）
相馬病院
３回目
土曜日
(上京区御前通り今小路下る南馬喰町 911⇒ 市バス「北野天満宮前」）
３回目 ＫＢＳホール
平 日
４回目 （上京区烏丸上長者町 ⇒ 地下鉄「丸太町駅」「今出川駅」）
３回目
４回目
３回目
ファイザー
12 歳以上対象
（４回目は 18 歳以 ３回目
上対象）
３回目
４回目

３回目
３回目

ワクチン種

なぎ辻󠄀病院
（山科区椥辻東潰５−１ ⇒ 地下鉄「椥辻駅」）
イオンモール KYOTO (＝4F koto ホール)
（南区西九条鳥井口 1 ⇒ 地下鉄「京都駅」）

イオンモール京都桂川 (＝3F イオンホール)
（南区久世高田町 376 番地 1 ⇒ JR「桂川駅」）
むかいじま病院
（伏見区向島四ツ谷池５番地 ⇒ 近鉄「向島駅」）
蘇生会総合病院
（伏見区下鳥羽広長町 101 ⇒ 市バス「国道大手筋」）

8/6、20、27

13:30～16:30

8/6

11:00～17:00

実施日時
8/6、13、27

13:30～15:00

8/2、3、4、5、9、10

11:00～16:30

平 日

8/12、29、30、31

11:00～17:00

土曜日

8/13

13:00～19:00

日曜日

8/14、28

11:00～17:00

平 日

8/12、26

14:00～16:00

平 日

8/22、23、24、29、30、31

11:00～17:00

日曜日

8/28

11:00～17:00

平 日

8/12、15、16、17、18、23、24、
25、26

11:00～17:00

土曜日

8/6、13、27

13:00～19:00

日曜日

8/7、14

11:00～17:00

土曜日

8/6、20、27

13:30～15:00

土曜日

8/6、13、20、27

13:30～14:30

３回目
４回目

会場（所在地⇒地下鉄、市バス等）
同仁病院
(上京区東日野殿町 394-1⇒ 地下鉄「今出川」）
相馬病院
(上京区御前通り今小路下る南馬喰町 911⇒ 市バス「北野天満宮前」）
［60 歳以上限定］
西大路病院
(中京区西ノ京東中合町 12－1 ⇒ 地下鉄「西大路御池駅」)
京都看護大学
（中京区壬生東高田町 1-21 ⇒ 市バス「市立病院前」）

３回目
４回目

東山地域体育館（＝東山区総合庁舎３階）
（東山区清水 5 丁目 130-6 ⇒ 市バス「清水道」））

日曜日

8/7、14

11:00～17:00

４回目

なぎ辻󠄀病院
（山科区椥辻東潰５−１ ⇒ 地下鉄「椥辻駅」）

平 日

8/2、4、9、18、23、25、30

14:00～16:00

４回目

洛和会音羽リハビリテーション病院
（山科区小山北溝町３２－１ ⇒ 地下鉄「山科駅」）

日曜日

8/28

４回目

光仁病院
（南区四ツ塚町７５ ⇒ 市バス「東寺南門前」）

平 日

8/5、10、19、26

13:00～15:00

３回目
４回目

右京地域体育館 (＝サンサ右京４階）
（右京区太秦下刑部町 12 ⇒ 地下鉄「太秦天神川駅」）

土曜日

8/6、13、20、27

14:00～19:00

日曜日

8/7

11:00～17:00

むかいじま病院
（伏見区向島四ツ谷池５番地 ⇒ 近鉄「向島駅」）

平 日

8/5、12、19、26

14:00～15:00

４回目

対象回数

４回目
４回目
４回目

武田／モデルナ
18 歳以上対象

みやこめっせ
(左京区岡崎成勝寺町 9 番地の 1 ⇒ 地下鉄「東山駅」)

※２回目接種日は会場で御案内します。

実施日時

４回目
４回目
３回目
４回目

蘇生会総合病院
（伏見区下鳥羽広長町 101 ⇒ 市バス「国道大手筋」）
共和病院
（伏見区醍醐川久保町 30⇒地下鉄「醍醐駅」「小野駅」）
深草支所
（伏見区深草向畑町 93-1 ⇒ 市バス「直違橋一丁目」）

実施日時
平 日

8/1、5、12、19、22、29

13:30～15:30

土曜日

8/20

13:30～15:00

平 日

8/5、12、19、26

14:00～14:30

土曜日

8/20、27

13:00～19:00

土曜日

8/6、13、20、27

13:00～19:00

平 日

8/2、4、9、16、18、23、25、
30

10:00～12:30
13:45～15:30

18:00～19:00

平 日

8/5、12、19、26

13:30～14:30

平 日

8/2、9、16、23、30

14:00～14:30

土曜日

8/6、13、20、27

13:00～19:00

日曜日

8/7、14

11:00～17:00

※ ３回目・４回目接種は、それまでに接種したワクチンとは異なる種類のワクチンでも接種できます（例：１、２回目ファイザー ⇒ 3 回目モデルナ ⇒ 4 回目モデルナ）

