２０２１年５月

岡山県

新型コロナワクチン
接種のお知らせ

接種費用

無料
（全額公費）

ワクチン接種までの流れ

１ ５月１７日から高齢者の方の接種を開始します。
新型コロナワクチンは、医療機関や市町村が設ける集団接種会場で接種を受けることができます。
このうち、施設入所者以外の高齢者の方（６５歳以上）は、５月１７日(月)から接種を開始します。
※ ワクチン接種を受ける場合は、事前にかかりつけ医に相談しましょう。
※医療機関は、接種施設であれば、県内のどの医療機関でも接種を受けることができます。
※集団接種は、お住いの（住民票のある）市町村が設ける会場で接種を受けてください。

２

医療機関/集団接種会場を探す

市町村の広報紙やインターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関
や集団接種会場を探しましょう。
詳しくは右の 接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」 をご確認ください。
「コロナワクチンナビ」 サイトアドレス： https://v-sys.mhlw.go.jp
※ 医療機関や接種会場を探すことができない場合は、お住まいの市町村のコールセンターに
お問い合わせください。（裏面をご覧ください。）
※ コロナワクチンナビで直接予約をすることはできません。

「コロナワクチンナビ」
二次元コード

３ 予約して、ワクチンを受ける
市町村コールセンターやインターネットで予約し、接種してください。
予約受付は右の「岡山県共通予約システム」へアクセスしてください。
「岡山県共通予約システム」サイトアドレス：https://v-yoyaku.jp/330001-okayama

※インターネットでは５月１０日（月）８：３０から予約することができます。
※各市町村のコールセンターを通じての予約の開始時間は、裏面をご覧ください。
※同じ種類のワクチンを一定の間隔をあけて同じ会場で２回予約してください。
(ファイザー社の場合は１回目の接種から原則２１日後です。）
※医療機関で直接予約できる場合もあります。

当日の
持ち物

「接種券」（例）
・接種券
・本人確認書類 （マイナンバーカード、運転免許証 等）
・予診票（住所、氏名、質問事項等を事前に記入してください。）

「共通予約システム｣
二次元コード

マイナンバーカード 等

+

※ 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約した市町村の窓口や
医療機関にご連絡ください。
※ 肩を出しやすい服装でお越しください。
※ ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて２回受ける必要があります。
※ 同封された「クーポン券」は、２回分の「接種券」や「予防接種済証」が１枚になっています。 毎回、切りはなさず
台紙ごとお持ちください。

市町村コールセンター一覧（お問い合わせ先）
市町村名
岡山市
倉敷市
津山市
玉野市
笠岡市
井原市
総社市
高梁市
新見市
備前市
瀬戸内市
赤磐市
真庭市
美作市
浅口市
和気町
早島町
里庄町
矢掛町
新庄村
鏡野町
勝央町
奈義町
西粟倉村
久米南町
美咲町
吉備中央町

名

称

岡山市新型コロナワクチン接種
コールセンター
倉敷市新型コロナウイルス
ワクチン接種専用コールセンター
津山市ワクチンコールセンター
玉野市新型コロナワクチン
コールセンター
笠岡市新型コロナウイルス
ワクチン相談ダイヤル
井原市新型コロナワクチン
コールセンター
総社市ワクチンコールセンター
高梁市新型コロナワクチン
コールセンター
新見市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター
備前市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター
瀬戸内市新型コロナワクチン相談窓口
瀬戸内市新型コロナワクチン予約センター

赤磐市新型コロナワクチン
接種コールセンター
真庭市ワクチン接種
予約・問合せセンター
美作市コロナワクチン予約センター
浅口市新型コロナワクチン接種
コールセンター
和気町新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター
早島町新型コロナワクチン
接種一般コールセンター
里庄町新型コロナワクチン
コールセンター
矢掛町新型コロナワクチン
コールセンター
新型コロナワクチン対策班
（住民福祉課）
鏡野町予約受付コールセンター
（予約受付のみ）
勝央町新型コロナウイルス
ワクチン専用ダイヤル
奈義町新型コロナウイルスワクチン相談窓口
奈義町新型コロナワクチン接種予約センター

西粟倉村ワクチン接種
相談センター
久米南町新型コロナワクチン
予約コールセンター
美咲町新型コロナワクチン接種
コールセンター
吉備中央町新型コロナワクチン
接種コールセンター

電話番号

受付時間

0120-780-910

平日

8:30～17:30

050-3644-8777

全日

8:30～19:00

050-3644-9521

全日

0863-33-1820

平日

8:30～17:15

0120-226-567

平日

8:30～17:15

0866-84-1515

平日

8:30～17:15

0866-92-8356

全日

8:30～17:15

0866-21-0211

平日

8:30～17:00

0120-860-370

平日

8:30～17:30

0869-64-3304

平日

8:30～17:00

0869-24-8030
0869-24-8070

全日

8:30～17:15

086-957-3567

平日

9:00～17:00

※

0570-00-0690

平日

9:00～17:00

※

0120-277-567

平日

9:00～19:00

※

0120-510-022

平日

8:30～17:15

0869-93-4568

平日

8:30～17:00

086-482-0619

平日

8:30～17:15

0120-606-567

平日

8:30～17:15

0866-82-5520

平日

9:00～17:00

0867-56-2646

平日

8:30～17:15

0570-03-3377

平日

0868-38-0567

平日

8:30～17:00

0868-36-6700
0800-2009-567

平日

8:30～17:15
9:00～17:00 ※

0868-79-7272

平日

8:30～17:15

086-728-5722

平日

8:30～17:15

0868-66-7567

平日

0867-34-0567

平日

9:00～19:00

9:00～17:00

9:00～17:00

※

※

※

9:00～17:00

※がついている市町村は5月10日(月)のみ8:30受付開始

新型コロナ ワ ク チ ン の有 効 性・ 安 全 性など の 詳し い 情報
については 、 首相 官 邸 ワ ク チ ン 特 設 ペー ジ を ご 覧く だ さい 。

官邸 コロナ ワクチン

ホーム ページをご 覧 に な れ ない 場合 は、 お 住ま い の 市町 村 等 にご 相 談くだ さ い 。

検索

