
※ 4/20 時点の情報のため、内容が変更となる可能性があります。最新の情報は市ホームページで随時お知らせします

（予診票に記入漏れがあった場合、スムーズに接種が受けられないことがあります）

新型コロナウイルス
ワクチン接種特設サイト

鎌倉市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター☎︎0570-011228

新型コロナウイルスワクチン接種に便乗した詐欺にご注意ください

5/16 から、高齢者へ
新型コロナウイルスワクチン集団接種が始まります。

◦高齢者の接種スケジュール ◦接種までの流れ

③予約した日時・会場で接種

②接種日時・会場を予約（詳細は３面へ）

市で実施するワクチン接種に関する問い合わせ 新型コロナウイルスワクチンに関する問い合わせ

9:00 ~ 17:00（土・日曜日・祝日も対応） 9:00 ~ 21:00（土・日曜日・祝日も対応）
0570-011228

予診票の記入方法が分からない場合
記入例をご覧いただくか、鎌倉市新型コロナ
ウイルスワクチン接種コールセンター（0570-
011228）へお問い合わせください。

高齢者以外の人の接種スケジュールは、
ワクチン供給のめどが立ち次第、お知ら
せします。

半袖シャツなどの肩を出しや
すい服装でお越しください。

希望者が接種できる量のワクチンが順次供給され
る予定です。予約開始当初は予約に限りがありま
すが、焦らずにお待ちください。

5/17㈪～ 65歳以上の人※2
予約受付開始

5/10㈪
9:00～

80歳以上の人※1
予約受付開始

5/16㈰～ 集団接種開始

※1昭和17年4/1以前に生まれた人
※2昭和32年4/1以前に生まれた人

0120-761770

ご自身が接種可能か心配な場合
近くの薬局か、日ごろの診察の中でか
かりつけ医にご確認ください。

鎌倉市新型コロナウイルスワクチン
接種コールセンター（ナビダイヤル）

厚生労働省新型コロナワクチン
コールセンター（フリーダイヤル）

市から金銭を要求することはありません。
困ったときは、新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン 0120-797-188へご相談ください。

広報2021
（令和3年）

臨時号
5.1

①市からクーポン券（接種券）が届く
65歳以上の人へ 4/23（金）を
めどにお送りしています。

電話
（コールセンター） ウェブサイト LINE

（ワクチン接種予約）

  予診票は、あらかじめ自宅で記入を済ませてください。   予診票は、あらかじめ自宅で記入を済ませてください。 
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※令和３年度中に 65歳に達する人（昭和32年 4/1 以前に生まれた人）

接種会場

65歳以上※で徒歩や自家用車で接種会場に行くことが難しい人は
クーポン券（接種券）に同封のタクシー利用券をお使いくださいタクシー利用券

内容

利用方法

◇１人４枚（接種２回往復分）　◇自宅から接種会場まで（直通のみ）

①タクシー利用券の表面に 10 桁のクーポン券（接種券）番号を記入
②接種日当日にタクシーを手配
③�タクシー利用券とクーポン券（接種券）を乗務員に提示（タクシー
利用券はそのまま提出）
※配車に時間を要する場合があります。時間に余裕を持って手配してください

※詳しくは「タクシー利用券のご案内」をご覧ください

無料駐車場【ご利用の際はクーポン券（接種券）を提示してください】

市役所駐車場
（御成町 18-10）

収容台数：60台程度
利用可能日：土・日
御成小学校まで徒歩約５分

山崎浄化センター
（山崎 354-2）
収容台数：50台程度
利用可能日：水・木・土・日
鎌倉武道館まで徒歩約５分
左折入場、左折退場

福祉センター
（御成町 20-21）会場２階

御成小学校
（御成町 19-1）会場１階

鶴岡八幡宮研修道場
（雪ノ下 2-1-31）会場１階

水：14:00～18:00
木： ９:00～13:00/14:00～18:00

土：14:00～18:00
日： ９:00～13:00/14:00～18:00

木：９:00～13:00/14:00～17:00
日：９:00～13:00/14:00～18:00

腰越小学校
（腰越 5-7-1）会場１階

腰越なごやかセンター
（津西 1-7-7）会場１階

湘南記念病院
（笛田 2-2-60）会場未定

土：14:00～18:00
日： ９:00～13:00/14:00～18:00

水：14:00～18:00
木： ９:00～13:00/14:00～18:00

月～金：13:30～16:00
（祝日を除く）

鎌倉武道館
（山崎 616-6）会場２階

三菱電機大船体育館
（大船 2-14-47 ・ 右地図）会場１階

水・土：14:00～18:00
木・日： ９:00～13:00/14:00～18:00

水・土：14:00～18:00
木・日： ９:00～13:00/14:00～18:00

※�土足不可となっている会場では、室内履き、外履きを入れるための袋を持参して
ください

※車いすを利用している人は、車いす用トイレがある会場での接種をお勧めします

その他会場詳細はこちら
接種総合案内サイト

「コロナワクチンナビ」→

※湘南記念病院併設の駐車場は有料です。また、病院利用者も使用するため台数に限りがあります
※車いすを利用している人で、車での来場を予定している場合には予約前にコールセンター（0570-011228）へお問い合わせください

土足不可 駐車場あり 車いす用トイレありエレベーターあり

（市役所駐車場）

（山崎浄化センター）

（有料）
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ウェブサイトで予約

予約サイト操作方法（ウェブサイト・LINEで予約する場合）

LINEで予約

電話（コールセンター）で予約

80歳以上の人は5/10 9:00から予約受付開始、65歳以上の人は5/17から予約受付開始

鎌倉市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

「鎌倉市 ワクチン接種予約」
二次元バーコードを
読み取り友だち登録

予約にはクーポン券（接種券）番号が必要です

クーポン券（接種券）番号（10 桁）

予約開始当初は、大変混み合うことが予想されます。
あらかじめご了承ください。

予約方法

クーポン券（接種券）番号、生年月日、氏名、電話
番号、メールアドレス（任意）をコールセンターに
伝え、接種日時と会場をご予約ください。

0570-011228 9:00 ～ 17:00
（土・日曜日・祝日も対応）

左の二次元バーコードを読み取るか、
https://vc.liny.jp/0469 にアクセス
し、ご予約ください。また、市ホームペー
ジ「新型コロナウイルスワクチン接種
特設サイト」内にあるリンクからもア
クセスできます。

予約完了画面が表示
されたら、終了。

接種会場では会話を慎み、粛々と接種を受けてください。

鎌倉市医師会会長から市民の皆さまへ

〇 他のワクチンや食べ物に対してアレルギーのある人や、疾患があることを理由に、ワク
チンが受けられないということはありません。

〇下記の項目に重いアレルギー反応を起こしたことのある人は接種を推奨していません。
　・ポリエチレングリコール（大腸検査の下剤、別称：マクロゴール、略称：PEG）
　・ポリソルベート（医薬品などの乳化剤）

「ワクチン予約」から
ご予約ください。

「利用規約に同意す
る」にチェックし、
予約をはじめる。

氏名、電話番号、メー
ルアドレス（任意）
を入力する。

10 桁 の ク ー ポ ン 券
（接種券）番号と生年
月日を入力する。

「場所から決める」、
「日時から決める」の
いずれかの方法で予
約する。
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会場へ行く前に検温し、37.5℃以上の発熱が
あった場合は接種を控え、必ず鎌倉市新型コ
ロナウイルスワクチン接種コールセンター
（0570-011228）までご連絡ください。

ワクチンは２回接種します

肩を出しやすい服装で
お越しください。

接種会場へ行く前に！ 15分以上15分以上、接種会場で
体調を確認してください！接種前 接種後

※１土足不可の会場で接種される人
※２住所地外での接種や高齢者施設従事者など

※ 4/20 時点の情報のため、内容が変更となる可能性があります。最新の情報は市ホームページで随時お知らせします

　ワクチンの効果を十分得るために、同じ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。
ファイザー社製のワクチンは１回目の接種から３週間の間隔を空けてください。
　２回目の接種予約の際は、１回目と同じ接種会場をお選びください。

例）半袖シャツ
　　着脱しやすい上着

起こるかもしれない症状①あらかじめ検温しましょう！

②体調を確認しましょう！

③忘れ物はありませんか？ 起こるかもしれない重い症状

これらの症状は、通常、数日以内に治まりますが、
重い症状と思われる場合は、医師の診察を受け
てください。

ワクチン接種は、体調が良い時に受けましょ
う。調子が悪い場合は、必ず医師に相談しま
しょう。

上記の持ち物を忘れた場合、接種が受けられ
ないことがあります。
基礎疾患を有することを証明するための診断
書は必要ありません。

ワクチン接種直後から、時には５分以内、通常
30分以内に上記の症状が現れた場合、アナフィ
ラキシーの疑いがあります。このような症状が
現れた場合は、直ちに、接種会場の医師、看護
師などに伝えてください。

接種会場から帰宅後、上記の症状が現れた場合
には、県が設置する専門相談窓口もしくは、か
かりつけ医へご相談ください。

神奈川県新型コロナウイルスワクチン
相談センター

24 時間対応
045-285-0719

〇接種部位の痛みや腫れ
〇筋肉や関節の痛み
〇頭痛
〇疲労、寒気、発熱
〇下痢

〇皮膚のかゆみ、じんましんなど
〇腹痛、吐き気など
〇視覚の異常
〇声のかすれ、息苦しさなど
〇蒼

そう

白
はく

、意識混
こん

濁
だく

など

□クーポン券（接種券）
□予診票
□本人確認書類

□室内履き※１

□外履き用の袋※１

□証明書など※２

市民の皆さまへお願い
　ワクチンの接種は強制ではありません。ワクチンを接種するかどうかは、ご本人の判断に基づ
きます。接種を受けない人に対して接種を強要することや、行動を制限すること、差別的な扱い
をすることのないようお願いいたします。




