
1 東松山市の接種状況
　65歳以上高齢者では、対象者のうち約89%の人が2回目までの接種を終えています。65歳以上を含む12歳以上で
は、対象者の約65%の人が1回目を、約56%の人が2回目の接種を終えています（9月15日現在）。

※上記の接種率は、VRS（ワクチン接種記録システム）による数値です。

2 接種スケジュール
受験生を対象とした専用の予約枠を設け、10月4日（月）から

受付を開始します。接種を希望する人は、この機会に予約して
ください。10月11日（月）午後0時30分から一般予約枠の開放を
予定しています。なお、それ以降については、国からのワクチ
ン供給計画が示されていないため、現段階では予約枠開放の目
途が立っていません。接種を希望する人は早めの予約をお願い
します。

予約日 予約枠開放済み
（空きがあれば予約可能）

予約枠開放済み
（空きがあれば予約可能）

10月4日（月）午後0時30分～10日（日）午後5時
※10月4日（月）以外は、午前8時30分～午後5時受付

接種1回目 10月11日（月）～17日（日） 10月18日（月）～24日（日） 10月28日（木）～31日（日）

接種2回目 11月1日（月）～7日（日） 11月8日（月）～14日（日） 11月18日（木）～21日（日）

接種会場
（市内病院）東松山医師会病院、埼玉成恵会病院、武蔵嵐山病院、
東松山市立市民病院、大谷整形外科病院、東松山病院
（集団接種会場）松山市民活動センター

（集団接種会場）
松山市民活動センター

3 予約方法
　予約は、電話とインターネットによる2通りの方法があります。つながらない場合は、慌てず時間をおいてから電
話又は予約サイトにアクセスしてください。アストラゼネカ社製ワクチンの予約方法は4をご確認ください。
１．電話で予約：コールセンターに電話する　

東松山市新型コロナワクチン接種コールセンター
☎0570-003-220（午前8時30分～午後5時、土・日曜日、祝日も実施）
※ナビダイヤルは一定時間ごとに通話料金が発生します。通話かけ放題プランでご契約の場合でも費用が発生します。
※大谷整形外科病院を希望する人は直接電話してください（☎24-5333 、受付時間：午後2時～3時、休診日：土・日曜日の午後、祝日）。
予約の際に伝えること…氏名、生年月日、電話番号、接種希望日時・会場、接種券番号（接種券に記載されている10桁の数字）

2．インターネットで予約：URL又はQRコードからアクセスし予約する 
URL:  https://vaccines.sciseed.jp/higashimatsuyama-covid19
手順
　①接種券番号・生年月日を入力　②氏名・電話番号・メールアドレス（任意）を登録
　③新しいパスワードを設定　④接種会場・日時を選択　⑤予約を確定

電話・インターネットの予約が困難な人のために、保健センター（平日午前8時30分～
午後5時）又は各市民活動センター（平日午前9時～午後5時）で予約支援を行っています。
予約は不要です。必ず接種券を持ってお越しください。

インターネット予約サイト

ネットでの予約が早くておすすめ！

4 比企管内におけるアストラゼネカ社製ワクチン接種について
　比企管内（東松山市・滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町・東秩父村）におけるアス
トラゼネカ社製ワクチンの接種会場を次のとおり開設します。
接種会場 東松山医師会病院（東松山市神明町1-15-10）
接種日時 1回目：10月24日（日）午前中、2回目：12月19日（日）午前中

※接種時間については、決まり次第東松山医師会病院 でご案内します。
予約枠 100人分（予定）
接種枠 30分単位

予約方法

東松山医師会病院 から予約してください（電話での予約はできません）。予約受
付日時は、東松山医師会病院 でご案内します。その他、詳細は東松山医師会病
院 でご案内しますので、次のURL又はQRコードからご確認ください。
東松山医師会病院 : https://hmahp.jp/
※東松山市のコールセンターや市 からは予約できません。

当日の持ち物 接種券、本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、被保険者証など）、
アストラゼネカ社製ワクチン用の予診票

対象者　次の①～③のいずれかに該当する比企管内にお住まいの人
①ポリエチレングリコール（PEG）に対するアレルギー等で、mRNA（ファイザー社製ワクチン、
　モデルナ社製ワクチン）を接種できない18歳以上の人
②海外でアストラゼネカ社製ワクチンを1回接種済みの人
③40歳以上で接種を希望する人

１回目にファイザー社やモデ
ルナ社のワクチンを接種した
人は、対象外です。

　アストラゼネカ社製のワクチン接種を受けた人は、臨床試験を通じて約70％等の新型コロナウイルス感染症の
発症予防効果が確認されています。主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、倦怠感、疲労、
寒気、発熱などがあり、これらの症状は２回目の接種時より1回目の接種時の方が発現頻度が高い傾向が見られて
います。まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。また、ごくまれではあるも
のの、ワクチン接種後に血小板減少症を伴う血栓症、毛細血管漏出症候群、
ギラン・バレー症候群などの脱髄疾患を発症した例が海外で報告されてい
ます。同ワクチンの特性について必ず理解・了承し、必要に応じてかかり
つけ医と相談したうえで予約をしてください。
　アストラゼネカ社製ワクチン用の予診票は、厚生労働省 又は市 から
ダウンロード可能です。
　ワクチン接種に関する問い合わせは、保健センター（☎24-3921）又は東
松山医師会病院（☎22-2822）まで。

新型コロナウイルス感染症に関する情報
９月15日現在の内容です。内容について変更する場合があります。

新型コロナワクチン接種のお知らせ

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

厚生労働省
アストラゼネカ社
の新型コロナワク
チンについて

厚生労働省
予診票ダウンロー
ドページ

18歳以下のワクチン接種について
・12歳の誕生日を迎えた人は、誕生月の月末に接種券を発
送します。接種券が届いたら予約可能です。
・接種時の年齢が15歳以下の人は、予診票の署名欄に保護
者の署名をしていただく必要があります。また、副反応及
び血管迷走神経反射（緊張やストレスなどで起きる、血圧
の低下、脈拍の減少など）が強いことが想定されるため、
保護者の同伴が必要となります。16歳～18歳の人につい
ても、保護者同伴のうえ、接種を受けていただきますよう
お願いいたします。
※大谷整形外科病院と武蔵嵐山病院は、中学生以下の人は接
種対象となりませんのでご注意ください。

東松山市外に住民票がある人について
　東松山市外に住民票があり市内医療機関で接
種を希望する人は、市 から「住所地外接種届」
をダウンロードし、ご記入のうえ、住民票所在
地の自治体から届いた接種券のコピーを添えて
保健センター（材木町2-36）に提出してくださ
い。
遠隔地から下宿している学生、単身赴任者、
出産のために里帰りしている妊産婦など

※住所地外接種の場合、インターネットによる
予約はできません。東松山市コールセンター（☎
0570-003-220）に電話して予約してください。

医師会病院

令和3年度中に受験を控えている人（※）専用
の予約枠を設けました！予約は東松山市コー
ルセンター（☎0570-003-220）に電話するか、
平日であれば接種券を持って保健センター
（材木町2-36）にお越しください。この期間は
インターネットによる予約はできません。
※対象者の詳細は市 をご確認ください。
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https://vaccines.sciseed.jp/higashimatsuyama-covid19/login
https://hmahp.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_astrazeneca.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html


おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。

5 埼玉県の集団接種について
　埼玉県が運営する県内4か所の集団接種会場において、9月
27日（月）からエッセンシャルワーカー以外の人についても接
種が可能となりました。接種を希望する人は、接種対象者や
予約開始時期、ワクチンの種類などを県 で確認し、予約し
てください。東松山市等との二重予約はできませんのでご注
意ください。

6 東松山市に居住している外国人について
　次の①～③に当てはまる人は、東松山市で接種券の発行が可能となる場合があります。詳細は、保健センター（☎
24-3921）にお問い合わせください。
①日本国内に住民登録がなされていないが東松山市内に居所がある人
②東松山市の住民登録がないが、日本国籍を有しており海外から一時帰国している人
③短期滞在で入国したもののやむを得ず在留期間を更新し3か月以上東松山市に在留している人（在留期間が3か月
以下の外国人は、原則対象となりません）

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

Focus 今月のフォーカス
このページでは、今月イチオシの情報に焦点を当ててお知らせします。

ワクチンに関するお問合せ
健康推進課☎24-3921 22-7435
埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口
☎0570-033-226（副反応等に係る相談）
受付時間　24時間（土・日曜日、祝日も実施）
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎0120-761-770（フリーダイヤル）
受付時間　午前9時～午後9時（土・日曜日、祝日も実施）
言語　日本語/英語（English）/中国語（Chinese）/韓
国語（Korean）/ポルトガル語（Portuguese）/スペ
イン語（Spanish）/タイ語（Thai）午前9時～午後6時
/ベトナム語（Vietnamese）午前10時～午後7時

発熱等の症状がある場合の
受診方法

　かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に相談し
てください。かかりつけ医がいない等、受診が難しい
場合は「埼玉県指定　診療・検査医療機関検索システ
ム」からお探しください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/hpsearch.html

診療・検査医療機関
QRコード

電話での問合せ（ が見られない人等）
・埼玉県受診・相談センター☎048-762-8026
・県民サポートセンター☎0570-783-770
FAXでの問合せ（聴覚に障害のある人等）
・埼玉県受診・相談センター 048-816-5801
・県民サポートセンター 048-830-4808
・東松山保健所 22-4251
健康推進課☎24-3921 22-7435

住居確保給付金（家賃）の再支給について
（申請期限が延長となりました）

住居確保給付金（離職や新型コロナウイルス感染症
による休業などにより収入が減少し、住居を失うおそ
れのある人に対して、家賃相当分を一定期間支給する
制度）の支給がいったん終了した人の再支給要件の緩
和措置について、申請期間が延長されました。
詳細は社会福祉課までお問い合わせください。
申請期限 11月30日（火）まで
社会福祉課☎21-1408 24-6066

高齢者等へのPCR検査費用の
一部助成

新型コロナウイルス感染症の感染拡大や重症化を防
止するため、高齢者等が本人の希望で検査を行う場合、
検査費用の一部を助成します。
申請及び検査実施期間　令和4年3月31日（木）まで
市内に住民登録のある検査を希望する人で、次のい
ずれかに該当する無症状の人
①65歳以上の人　②基礎疾患を有する人（慢性閉塞
性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾
患、肥満（BMI30以上））
自己負担額　10,000円

助成回数　1回
年齢等の本人確認ができるもの、②の人は基礎疾患
が確認できる書類
申請書に必要事項を記入し、健康推進課（保健セン
ター）へ提出してください。受け付け後、医療機関
の予約は、保健センターで行います。
※申請書は保健センターにあります。また、市 から
もダウンロードできます。
健康推進課☎24-3921 22-7435

予約開始時期や予
約方法などにつ
いては、右のQR
コードからご確認
ください。

埼玉県ワクチン接種センター
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自宅療養者等への食料品等の支援を行います

ウォーキング講座動画配信中！　～ボヨンボヨンと50㎞にチャレンジしよう！～

　新型コロナウイルスに感染した自宅療養者等で、当面の生活物資（食料品）が不足している人へ埼玉
県からの支援物資が届くまでの間の補完として、市の防災備蓄食料品等の支給を行います。
東松山市に住所を有し、市内在住で次のいずれかに
該当する人
・新型コロナウイルス感染症陽性者で自宅療養をして
いる人
・同居家族等が陽性者で、濃厚接触者として自宅待機
している人
支援物資
　市の防災備蓄物資のうち以下の物資を一人1セット
段ボール箱に梱包し、配送します。
物資内容
・アルファ米（わかめご飯・田舎ご飯）
・栄養補助食品（全粒粉チョコチップ・ココア味）
・クリームサンドビスケット
・ビスケット
・保存水（飲料水）
・ウエットティッシュ
・ハンドジェル
・不織布マスク
※おおむね５日分を想定
※内容は変更となる場合があります。

支援物資イメージ

・ 9月3日（金）～12月28日（火）平日午前8時30分～午後5時15分に電話で危機管理防災課へ。
※状況により延長します。
☎21-1405 22-7799

　市では東松山市應援團員のお笑いコンビ「ボヨ
ンボヨン（岡
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演するウォーキング講座動画を作成し、市公式
YouTubeチャンネル等で配信しています。
　これからウォーキングを始めたい人、既にウォー
キングをしている人、ぜひ一度ご視聴ください。

スポーツ課☎21-1439 23-2239

應援團員
ボヨンボヨンさん

①電話で危機管理防災課に申込み
（平日のみ）
②配送日時の調整
③自宅へ配送
④市から配送完了の連絡
※午後2時までの申込みで即日配
送します。

支援までの流れ

おくの せいほ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/seshusha.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/seisakuzaiseibu/seisakusuishin/menu/city_promotion/ouendan/1526446608715.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/hpsearch.html
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