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滋賀県夏休みワクチン接種促進強化期間の実施について 

 

 

平素は、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ本県行政各般にわたり、御理解と

御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本県では、若年層を中心に新型コロナワクチン３回目接種の接種率が低調であ

る状況を踏まえ、７月１３日から８月１５日までを「夏休みワクチン接種促進強化期間」と

位置づけ、別添のとおり県と市町が一体となって一層の接種促進を図っているところで

す。 

この期間中は、「予約なし接種」など、学校や仕事、子育て等の都合でワクチンの３回

目接種を済まされていない若年層の方にも接種を受けていただきやすくするための取

組を、県の大規模接種会場（滋賀県広域ワクチン接種センター）などで実施します。 

つきましては、夏休み期間を迎え、さらなる接触の増加が予想されますことから、感

染拡大や感染時の重症化の防止と、社会経済活動との両立を推進していくため、早期

のワクチン接種を検討いただきたく、貴団体の会員の皆様に周知いただきますよう御協

力をお願いします。 

なお、新型コロナワクチンの接種は現在のところ、本年９月３０日までとなっていること、

また、３回目接種と併せて４回目接種が実施されていることから、特に３回目接種を希

望される方は、早期の予約をおすすめしておりますので、併せて周知願います。 

 

 

 

 

 

 

滋賀県健康医療福祉部ワクチン接種推進室 

市町支援係：平山、山田 

電話：077-528-369３ 

e-mail：coronataisaku12@pref.shiga.lg.jp 



 

 
 

 

 

「夏休みワクチン接種促進強化期間」の実施について 

 

滋賀県では、学校や仕事、子育て等の都合で、新型コロナワクチンの 3 回目接種を済まさ

れていない若者層の方に、夏休みやお盆の帰省等の機会に接種を受けていただきやすくす

るため、県内市町と連携し、下記のとおり「夏休みワクチン接種促進強化期間」を実施いたし

ます。 

記 

 
１．期間 

  令和 4 年７月１３日(水)から８月１５日(月) 

  

２．概要 

新型コロナワクチンの接種に関し、本県が運営している大規模接種会場「滋賀県広域ワク

チン接種センター」や県内市町の接種機会確保に関する取組を県・市町と一体となって発信

するとともに、様々な媒体において広報を集中的に実施することで、夏休み期間中の若者層

を中心としたワクチン接種の促進を図ります。 

 

（主な取組内容） 

１ 若者層にワクチン接種を受けていただきやすくする取組 

（１）市町における取組 
〇夏休みに合わせた１２歳～１７歳専用会場や集団接種会場等の開設 

〇「予約なし接種」の実施                            など  

 

（２）県広域ワクチン接種センターにおける取組 
〇モデルナ社ワクチンの「予約なし接種」を８月２２日まで継続 

（受付時間が予約接種と異なるのでご注意ください。） 

〇副反応の発現頻度が低いとされる武田社ワクチン（ノババックス）の接種枠、接種対 

象者を拡大（８月１日以降） 

・接種日：毎週日曜日（午後）に加えて月曜日（午後）にも実施 

  ・接種対象者：県内への通勤・通学者、滋賀県出身者（家族等含む）等を追加 

  ・「予約なし接種」の実施（受付時間が予約接種と異なるのでご注意ください。） 

 

２ ワクチン３回目接種の効果等の発信 

別紙のとおり 

 

３ ワクチン接種実施期間の周知 
 〇市町の集団接種会場の開設期間 

 〇県広域ワクチン接種センター閉所日（８月２２日） 

 〇新型コロナウイルスワクチンの臨時接種終了予定日（９月３０日）※７月１３日時点 
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３回目接種 ２回目接種

ワクチン３回目接種率と２回目接種率との比較（滋賀県）

３回目接種の効果

特に10代から30代の方は３回目接種が進んでいません。

多くの方は、２回目接種後の時間経過によりワクチンの効果が減退していると考えられます。
長崎大学等の研究チームによると、オミクロン株であっても3回目を打つことで有効性が上昇するとされ
ています。

出典：
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料をもとに作成

「滋賀県夏休みワクチン接種促進強化期間」を実施します！！

期間：令和４年7月13日（水）から8月15日（月）まで

（令和4年7月10日現在）

○ ７月以降、夏休みなどを迎え、日ごろ出会わない人と接する機会が増加すると予想されます。
○ ワクチン追加接種を受けることにより、自分自身が感染しにくくなるとともに、家族や友人、
同僚を守る効果が期待できます。

○ 自分と大切な人を守るため、夏休みを活用するなど、早期のワクチン接種を是非ご検討ください。

発症予防効果におけるワクチンの有効性（16歳～64歳） 全国の10万人あたり新規陽性者数（12歳～64歳）

３回目接種済者は、10
万人あたり新規陽性者
数が約２分の１



３回目接種（モデルナ社ワクチン） ４回目接種（モデルナ社ワクチン） 武田社ワクチン（ノババックス）接種

接種対象者

・３回目接種券をお持ちの方

・２回目接種後 ５カ月以上経過した方

・１８歳以上の方

・県内に住民票のある方
・県内の事業所または学校に通勤通学している方
・県内に本拠をおく事業所・学校に在籍する県外在住者
・県外在住の滋賀県出身者（家族含む）

・４回目接種券をお持ちの方

・３回目接種後 ５カ月以上経過した方

・６０歳以上の方

・１８歳以上６０歳未満で、基礎疾患のある方、
その他重症化リスクが高いと医師が認める方

・県内に住民票のある方
・県内の事業所または学校に通勤通学している方
・県内に本拠をおく事業所・学校に在籍する県外在住者
・県外在住の滋賀県出身者（家族含む）

・１回目・２回目接種券または３回目接種券
をお持ちの方

・１回目と２回目の接種間隔
１回目にノババックスを接種 →３週間後
１回目に他社ワクチンを接種→４週間以上経過後

・２回目と３回目の接種間隔
２回目接種から ６カ月以上経過後

・１８歳以上の方

・県内に住民票のある方
【8月1日の接種から接種対象者に下記の方を追加】

・県内の事業所または学校に通勤通学している方
・県内に本拠をおく事業所・学校に在籍する県外在住者
・県外在住の滋賀県出身者（家族含む）

運営時間

接種会場 南部会場 ・ 北部会場

予約方法等 インターネット（県ホームページ 滋賀県広域ワクチン接種センター予約サイト）

★『予約なし接種』 受付時間 （注意：予約済の方と受付時間が異なります。）

滋賀県県広域ワクチン接種センターの接種対象者・運営時間等

８月　受付時間

午前 夜間
10:30～11:30 18:30～20:00

モデルナ

モデルナ

モデルナ

モデルナ 　　　ノババックス（３回目）

　　　ノババックス（２回目・３回目）

月

土 モデルナ

日

曜日
午後

13:30～16:30

金 モデルナ

午前 夜間
10:30～11:30 19:00～19:30

モデルナ

モデルナ

17日 モデルナ

31日 モデルナ

モデルナ

日

７月

モデルナ

月 モデルナ

金 モデルナ

土 モデルナ

24日 モデルナ
14:00～15:00

曜日
午後

14:00～16:00
午前 夜間

10:30～11:30 19:00～19:30

モデルナ

モデルナ

モデルナ

モデルナ

８月

ノババックス（３回目）

ノババックス（３回目）月

金 モデルナ

土 モデルナ

日

曜日
午後

14:00～16:00

７月　受付時間

午前 夜間
10:30～11:30 18:30～20:00

モデルナ

モデルナ

16:00～16:15
ノババックス

モデルナ

13:30～16:15

31日 モデルナ
13:30～16:15
ノババックス

月 モデルナ

24日 モデルナ
13:30～15:00
モデルナ

ノババックス
17日 モデルナ

曜日
午後

13:30～16:30

金 モデルナ

土 モデルナ

日

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/320755.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/320755.html


滋賀県広域ワクチン接種センター
モデルナ社ワクチン３回目接種・４回目接種 優先接種枠一覧

１ 学生・若者（18歳～19歳）優先枠

接種当日に満18歳以上29歳以下の学生（大学、短期大学、専門学校等）および若者

２ 優先接種対象職種枠

①教職員、警察職員、消防職員・消防団員、自衛隊員
②児童福祉従事者（保育士等）、障害福祉サービス事業者、介護従事者
③医療従事者
④柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師
⑤上水道関係、廃棄物収集等のごみ処理関係
⑥理美容・公衆浴場・クリーニング
⑦バス・タクシー・トラック等
⑧宿泊業、飲食店（認証制度認証店舗）
⑨司法関係、その他国機関
⑩製造、流通、小売関係



※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。

1回目 2回目 3回目 4回目

大津市 大津市ふれあいプラザ
大津市浜大津四丁目１－１
明日都浜大津４階

モデルナ 〇 〇 ～7月30日
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/V/ot
su/40261.html

モデルナ 〇 〇
7月23日、7月24日
7月30日、8月20日

ファイザー 〇 〇 8月6日

ファイザー 〇 〇 7月23日

モデルナ 〇 〇 8月6日、8月13日

モデルナ 〇 〇 7月23日、7月24日

ファイザー 〇 〇 8月11日

グリーンピアひこね 彦根市清崎町1118番地 モデルナ 〇 〇
7月28日、8月7日
8月20日

西友長浜楽市店 長浜市八幡東町9-1 モデルナ 〇 〇 ～8月27日

北部健康推進センター 長浜市高月町渡岸寺160 モデルナ 〇 〇 ～7月28日

ファイザー 〇 〇 〇 〇 ～9月30日

モデルナ 〇 〇 ～9月30日

草津市 エイスクエアSARA北館 草津市西渋川一丁目23-1 モデルナ 〇 〇 ～9月（終了日未定）

（3回目）
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/fukus
hikenko/hoken/kansenshou/covid-
19/vaccination/wakuchinn/booster/tsui
kasessyu.html

（4回目）
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/fukus
hikenko/hoken/kansenshou/covid-
19/vaccination/oshirase/4th-
wakuchin.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 モデルナ 〇 ～9月11日
１～３回目接種については、個
別接種実施医療機関（３回目は
32医療機関）で接種可能

https://www.city.moriyama.lg.jp/korona
/vaccination/4kaime_sessyu.html

ファイザー 〇 〇 〇 〇 ～9月30日

モデルナ 〇 〇 ～9月中

【３回目接種　予約なし接種】
令和４年８月の毎週金曜日
17：00～19：00
(https://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/
wakuchin/shudansesshu/12048.html）

栗東市 アル・プラザ栗東 栗東市綣二丁目３番22号
https://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kenk
ofukushi/wakuchin/shudansesshu/1196
8.html

長浜市 https://www.city.nagahama.lg.jp/00000
09670.html

近江八幡市
近江八幡市新型コロナウイルス
ワクチン集団接種会場
(ホテルニューオウミ）

近江八幡市鷹飼町1481番地
https://www.city.omihachiman.lg.jp/iryo
/covid_19/vaccine/index.html

彦根市

彦根市役所 彦根市元町4番2号

https://www.city.hikone.lg.jp/daiji/coro
na/vaccine/index.html

くすのきセンター 彦根市八坂町1900番地4

みずほ文化センター 彦根市田原町11番地

各市町の集団接種会場（7/12時点）

市町名 会場名 会場住所
ワクチンの

種類
対象接種回数

設置期間 備考 ホームページ

https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/V/otsu/40261.html
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/V/otsu/40261.html
https://www.city.moriyama.lg.jp/korona/vaccination/4kaime_sessyu.html
https://www.city.moriyama.lg.jp/korona/vaccination/4kaime_sessyu.html
https://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/wakuchin/shudansesshu/11968.html
https://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/wakuchin/shudansesshu/11968.html
https://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/wakuchin/shudansesshu/11968.html
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000009670.html
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000009670.html
https://www.city.omihachiman.lg.jp/iryo/covid_19/vaccine/index.html
https://www.city.omihachiman.lg.jp/iryo/covid_19/vaccine/index.html
https://www.city.hikone.lg.jp/daiji/corona/vaccine/index.html
https://www.city.hikone.lg.jp/daiji/corona/vaccine/index.html


※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。

1回目 2回目 3回目 4回目

各市町の集団接種会場（7/12時点）

市町名 会場名 会場住所
ワクチンの

種類
対象接種回数

設置期間 備考 ホームページ

モデルナ 〇 〇 ～9月9日
7月15日、22日、29日、8月5日は
3回目接種専用枠と予約なし接種
を実施

ファイザー 〇 〇
7月16日、23日、30日、
8月6日

12～17歳3回目接種専用枠
（枠に余裕がある場合は、18歳
以上の3、4回目も可）

信楽開発センター 甲賀市信楽町長野1251番地 ファイザー 〇 〇 ～8月26日

甲南病院 甲賀市甲南町葛木958番地 ファイザー 〇 〇 終了時期未定

モデルナ 〇 ～7月30日

ファイザー 〇 ～8月24日

湖南市
集団接種会場（市民学習交流セ
ンターサンヒルズ甲西）

湖南市西峰町1番地1 モデルナ 〇 〇 ～8月中旬
https://www.city.shiga-
konan.lg.jp/soshiki/kenko_fukushi/coron
a_vaccine/27410.html

マキノ健康福祉センター 高島市マキノ町蛭口1371番地 モデルナ 〇 8月21日

今津保健センター 高島市今津町弘川204番地１ モデルナ 〇
7月30日、7月31日
8月11日
9月3日、9月4日

朽木やまびこ館 高島市朽木市場792番地 モデルナ 〇 8月27日

高島市役所（新館） 高島市新旭町北畑565番地 モデルナ 〇 9月10日、9月11日

安曇川保健センター 高島市安曇川町田中89番地 モデルナ 〇

7月30日、7月31日
8月11日
8月20日、8月21日
8月27日、8月28日

アイリッシュパーク 高島市勝野670番地 モデルナ 〇 9月4日

野洲市 イオンタウン野洲 野洲市乙窪 480-1
https://www.city.yasu.lg.jp/oshirase/wa
kuchin/1651823787571.html

高島市
http://www.city.takashima.lg.jp/www/g
enre/0000000000000/1630288523383/i

ndex.html

甲賀市

西友水口店 甲賀市水口町水口6084番地１

https://www.city.koka.lg.jp/13620.htm

https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kenko_fukushi/corona_vaccine/27410.html
https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kenko_fukushi/corona_vaccine/27410.html
https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kenko_fukushi/corona_vaccine/27410.html
https://www.city.yasu.lg.jp/oshirase/wakuchin/1651823787571.html
https://www.city.yasu.lg.jp/oshirase/wakuchin/1651823787571.html
http://www.city.takashima.lg.jp/www/genre/0000000000000/1630288523383/index.html
http://www.city.takashima.lg.jp/www/genre/0000000000000/1630288523383/index.html
http://www.city.takashima.lg.jp/www/genre/0000000000000/1630288523383/index.html
https://www.city.koka.lg.jp/13620.htm


※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。

1回目 2回目 3回目 4回目

各市町の集団接種会場（7/12時点）

市町名 会場名 会場住所
ワクチンの

種類
対象接種回数

設置期間 備考 ホームページ

ファイザー 〇 〇 〇
～7月30日（2・3回目）
～8月27日（1・3回目）

モデルナ 〇
～7月30日
～8月27日

ファイザー
(小児)

〇 〇
～8月2日（1回目）
～8月23日（2回目）

ファイザー 〇 〇 〇
～7月23日（2・3回目）
～8月20日（1・3回目）

モデルナ 〇
～7月23日
～8月20日

ファイザー 〇 〇 ～8月6日（2・3回目）

モデルナ 〇 ～8月6日

モデルナ 〇 〇 ～9月

ファイザー 〇 〇 7月30日、31日
若い世代が３回目接種を受けや
すい時期（夏休み期間）に接種
機会を設定

モデルナ 〇 〇 ～9月

ファイザー 〇 〇 8月4日～8月9日
若い世代が３回目接種を受けや
すい時期（夏休み期間）に接種
機会を設定

モデルナ 〇 〇 ～7月14日

ファイザー 〇 〇 ～9月29日
若い世代が３回目接種を受けや
すい時期（夏休み期間）に接種
機会を設定

ファイザー 〇 〇 〇 〇 ～9月
若い世代が３回目接種を受けや
すい時期（夏休み期間）に接種
機会を設定

ファイザー
(小児)

〇 〇
～9月30日
（月1回程度実施）

ファイザー 〇 終了時期未定

モデルナ 〇 終了時期未定

モデルナ 〇 〇 8月8日、9日、10日

ファイザー 〇 〇 8月15日、16日、17日

ファイザー 〇 〇 〇 〇

モデルナ 〇 〇 〇 〇
愛荘町 愛荘町立愛知川公民館 愛知郡愛荘町愛知川13番地2

町ホームページをご覧くだ
さい

コールセンター（0120-247-
054）は、土日祝日も実施。受付
時間は9時～17時です。

https://www.town.aisho.shiga.jp/covid_1
9/index.html

日野町 特設会場 日野町河原一丁目１番地
8月12日～16日まで接種は行いま
せん。

https://www.town.shiga-
hino.jp/contents_detail.php?frmId=5784

竜王町 竜王町公民館 竜王町小口276-1
http://www.town.ryuoh.shiga.jp/admin_n
ews/2020_01corona_virus/colona_index.
html

米原市

米原市保健センター 米原市長岡1050番地１

（1、2回目）
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/k
enko_fukushi/wakutin/16660.html

（3回目）
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/k
enko_fukushi/wakutin/16775.html

（4回目）
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/k
enko_fukushi/wakutin/17783.html

米原市役所旧米原庁舎 米原市下多良三丁目３番地

地域包括ケアセンターいぶき 米原市春照58番地１

近江診療所 米原市新庄77番地１

東近江市

西友八日市店２階 東近江市八日市緑町９番30号

https://coronawakuchin-higashiomi-
shiga.com/

旧湖東保健センター２階 東近江市池庄町466番地

やわらぎホール 東近江市躰光寺町254番地３

https://www.town.aisho.shiga.jp/covid_19/index.html
https://www.town.aisho.shiga.jp/covid_19/index.html
https://www.town.shiga-hino.jp/contents_detail.php?frmId=5784
https://www.town.shiga-hino.jp/contents_detail.php?frmId=5784
http://www.town.ryuoh.shiga.jp/admin_news/2020_01corona_virus/colona_index.html
http://www.town.ryuoh.shiga.jp/admin_news/2020_01corona_virus/colona_index.html
http://www.town.ryuoh.shiga.jp/admin_news/2020_01corona_virus/colona_index.html
https://coronawakuchin-higashiomi-shiga.com/
https://coronawakuchin-higashiomi-shiga.com/


※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。

1回目 2回目 3回目 4回目

各市町の集団接種会場（7/12時点）

市町名 会場名 会場住所
ワクチンの

種類
対象接種回数

設置期間 備考 ホームページ

ファイザー 〇 〇 〇 〇
～8月27日（1回目）
～9月18日（2・3・4回目）

1～3回目の予約はコールセン
ター（電話）で対応。9月以降の
接種日程については、後日公表
予定。

モデルナ 〇 〇 7月30日、8月6日
3回目の予約はコールセンター
（電話）で対応。

ファイザー 〇 〇 〇 〇 ～9月4日

モデルナ 〇 〇 〇 〇 ～9月24日

モデルナ 〇 〇
7月25日、8月5日、12日、
9月5日、9日、10日

ファイザー 〇 〇 〇 〇
8月19日、26日、29日、
9月3日、16日、17日、30日

多賀町
多賀町総合福祉保健センターふ
れあいの郷

多賀町多賀221番地1
http://www.town.taga.lg.jp/emergency_i
nfo.php?id=25

豊郷町 豊栄のさと
犬上郡豊郷町四十九院1252番
地

https://www.town.toyosato.shiga.jp/kiki
kanri/0000002535.html

甲良町 甲良町保健福祉センター 甲良町在士357-1
https://www.kouratown.jp/cyonososhiki
/hokenfukushika/hokenkakari/1989.htm
l

http://www.town.taga.lg.jp/emergency_info.php?id=25
http://www.town.taga.lg.jp/emergency_info.php?id=25
https://www.town.toyosato.shiga.jp/kikikanri/0000002535.html
https://www.town.toyosato.shiga.jp/kikikanri/0000002535.html
https://www.kouratown.jp/cyonososhiki/hokenfukushika/hokenkakari/1989.html
https://www.kouratown.jp/cyonososhiki/hokenfukushika/hokenkakari/1989.html
https://www.kouratown.jp/cyonososhiki/hokenfukushika/hokenkakari/1989.html

