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■予約方法
１．電話で予約：コールセンターに電話する

新型コロナウイルス感染症に関する情報

東松山市新型コロナワクチン接種コールセンター

１1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。

☎0570-003-220（午前8時30分〜午後5時、土・日曜日、祝日も実施）

新型コロナワクチン接種のお知らせ

※ナビダイヤルは一定時間ごとに通話料が発生します。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。

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、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

接種予約サイト

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91％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86％の人が1回目を、約81％の人が2回目の接種を終えています
（11月15日現在）。
なお、 東松山市の接種状況については、1・2回目接種の新規予約が落ちついてきたことから、来月号以降は
掲載しないこととします。来月以降の接種状況については、市 でご確認ください。
未接種者
約8%

3．窓口予約：保健センターへ来所して予約する

未接種者
約9%

未接種者
約14%

未接種者
約19%

保健センター 【東松山市材木町2-36】
（平日午前8時30分〜午後5時）
来所の予約は不要です。必ず接種券を持ってお越しください。

接種者
約92%

接種者
約91%

接種者
約86%

接種者
約81%

65歳以上1回目接種率

65歳以上2回目接種率

12歳以上1回目接種率

12歳以上2回目接種率

追加接種（3回目接種）
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、追加接種（３回目接種）を行うにあたり、その対象者及び使
用するワクチンについて議論され、次のとおり方針が示されました。
国の追加接種方針（今後検討状況により変更の可能性あり）
対象者
回数

2回目接種を終了した後、概ね8か月以上経過した18歳以上の希望者
※今後の更なる科学的知見を踏まえ、必要に応じて適宜見直し
当面は、薬事承認されているファイザー社製ワクチンを使用する。
※今後の更なる科学的知見を踏まえ、必要に応じて適宜見直し

追加接種が可能となる時期については、次の表でご確認ください。追加接種については、年齢や基礎疾患などに
よる優先接種区分はなく、2回目のワクチン接種時期をもとに追加接種の接種券を発送する予定です。具体的な接
種券発送時期や予約方法などは、今後、広報紙や回覧チラシ、市 、市公式LINEなどで随時お知らせします。
追加接種スケジュール
3回目接種
1
2
3
4

2回目接種時期

主な対象者

接種券発送時期
令和3年11月下旬
令和3年3月〜5月
医療従事者等
〜12月ごろ
令和3年6、7月ごろ 65歳以上の高齢者
令和4年2月ごろ
令和3年8月ごろ
2以外で基礎疾患を有する人等 令和4年3月ごろ
令和3年9月以降
1〜3以外の18歳以上の人
未定

予約開始時期
接種開始時期
令和3年12月〜令和4年1
令和3年12月ごろ
月ごろ
予約不要（市が指定します）令和4年3月ごろ
令和4年3月ごろ
令和4年4月ごろ
未定
未定

追加接種用接種券に関するQ&A
Q.職域接種や国・県の大規模接種会場、市外の医療機関で2回目の接種をした場合は？
A.VRS（ワクチン接種記録システム）上で2回目の接種履歴が確認できた場合は、追加接種の時期に合わせて接種
券を発送します。
Q.2回目の接種後、東松山市へ転入（又は他自治体へ転出）した場合は？
A.原則住民票所在地の自治体から接種券が発送されますが、2回目接種後に転入・転出した人については、自動で接
「接種券発行申請
種券を発送できない場合があります。追加接種時の住民票所在地の自治体に市 に掲載されている
書
（3回目接種用）
」
を提出してください。2回目の接種履歴の確認後、追加接種の時期に合わせて接種券を発送します。
Q.海外で２回目の接種を受けたが、日本で追加接種を希望する場合は？
A.VRS（ワクチン接種記録システム）上で接種履歴の確認ができないため、住民票所在地の自治体に「接種券発行
申請書（3回目接種用）」を提出してください。2回目の接種履歴の確認後、追加接種の時期に合わせて接種券を発
送します。
Q.2回目の接種を受けていない（未接種又は1回目のみ接種）
場合は？
A.追加接種用の接種券は発送しません。
Q.新型コロナワクチンの追加接種用（3回目）の接種券を住民票と異なる住所に送付してほしい場合は？
A.市 に掲載されている「新型コロナウイルスワクチン接種券送付先変更届（追加接種用）」を保健センターへ提出
してください（1、2回目接種時に提出した場合も、再度提出してください）。
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10％

20％

30％

12〜19歳

1回

使用ワクチン

順位

年代別接種率
0％

12月

40％

50％

60％

70％

80％

90％

56.7%
78.1%

20代

1回目接種済

67.9%

2回目接種済

81.8%

30代

72.9%
85.4%

40代

79.3%
88.5%
84.9%

50代
60代

92.4%
91.1%

70代

92.9%
92.1%
91.5%
90.6%

80代

86.3%
84.6%

90代
100歳以上

100％

73.8%

67.1%
64.4%

※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。

今後の1・2回目接種
新型コロナワクチンをまだ一度も接種していない12歳以上の人の接種スケジュールは次のとおりです。2回分ま
とめて予約が可能です。なお、1回目を接種済みで2回目のみ接種を希望する場合は、健康推進課（☎24-3921）へ直
接ご相談ください。
■接種スケジュール
接種日
時間
予約開始日
接種会場
【1回目】12月3日
（金）
①午後3時30分〜4時
【2回目】12月24日
（金）
②午後4時〜4時30分
11月22日
（月）
※1回目と2回目は同じ時 午後0時30分〜
【1回目】12月15日
（水）
【2回目】令和4年1月5日
（水） 間帯となります。
東松山市立市民病院
（松山2392番地）
【1回目】令和4年1月7日
（金） ①午後3時30分〜4時
【2回目】令和4年1月28日
（金） ②午後4時〜4時30分
12月20日
（月）
※1回目と2回目は同じ時
午後0時30分〜
【1回目】令和4年1月12日
（水）
【2回目】令和4年2月2日
（水） 間帯となります。
令和3（2021）年
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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。
こ

い け

パラリンピアン小池さくら選手が表敬訪問
10月21日（木）、パラリンピアンの小池さくら選手（大東文化
大学スポーツ・健康科学部2年）が市長を表敬訪問しました。
小池選手は東京パラリンピック競泳女子400ｍ自由形で6位
入賞し、日本記録も更新しました。次回パリ大会でメダル獲得
が期待される小池選手。今後のご活躍をお祈りします。

スポーツ課☎21-1439㑷23-2239

12月15日（水）から

市農林公園いちご摘み取り体験

今年も市農林公園のいちご摘み取り体験が始
まります！「高設栽培システム」
（ベンチ上での
いちご栽培）を導入した温室で、腰を曲げずに
摘み取りができますので、幅広い世代の人に摘
み取り体験を楽しんでいただけます。また、様々
な品種のいちごの直売も開始します。
□いちご摘み取り体験
体験期間 12月15日（水）〜令和4年5月末（休園
日、年末年始を除く）
体験時間 午前10時〜午後3時30分（土・日曜
日、祝日は午前9時30分から）
受付時間 午前9時45分〜午後2時45分
（土・日
曜日、祝日は午前9時15分から）
※なくなり次第終了、生育状況によって中止と
なる場合があります。
摘み取り品種 かおり野、紅ほっぺ、よつぼし、
やよいひめ
30分入れ替え制で各回50人
※予約した人が優先ですが、当日
受付もあります。当日の状況等は
お問い合わせください。
いちご摘み取り
摘 み 取 り 体 験700円（1パ ッ ク 体験予約ページ
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12月

300g程度）
※超過分は買取となります。時期によって値段
は変動します。
□いちご直売
12月15日
（水）から
摘み取り品種とは異なります。あまりん、か
おりんの販売は令和4年2月15日（火）からの予
定です。
■共通事項
・ 市農林公園☎39-0150㑷36-3915

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。

接種証明書について
現在、国では年内を目途に、渡航者向けだけではなく国内向けの接種証明書も
発行できるよう検討しています。マイナンバーカード及びスマートフォンをお持
ちの人にはスマートフォン画面で表示できるデジタル接種証明書が、お持ちでな
い人には紙の接種証明書が発行可能となる見込みです。
詳細は国の方針が決定した後にお知らせしますが、デジタル証明書の発行を希
望される人でマイナンバーカードをお持ちでない人は、早めにマイナンバーカー
ドの交付申請をお願いします。なお、予防接種済証は接種事実の証明として引き
続き活用可能となる見込みです。
■ワクチンに関するお問合せ
健康推進課☎24-3921㑷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

※詳細は申請要領をご確
認ください。申請要領や
申請書は、商工観光課、
市商工会、各市民活動セ
ンターなどにあります。
商工観光課
☎21-1427㑷23-7700

東松山市事業継続応援金
受付開始

電子申請サービス

新型コロナウイルス
対策セミナー
12月20日
（月）午後2時〜3時30分
総合会館4階多目的ホール
二酸化炭素濃度測定器の使用方法、換気方法・
対策など
いし がき よう
講師 石垣陽さん（国立大学法人電気通信大学特
任准教授）
市内で飲食店等を営んでいる人
※彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プ
ラス）の認証を受けていること
電話又は電子申請サービスで
申込み
商工観光課
☎21-1427㑷23-7700
電子申請サービス

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受
けているものの、国や県などの支援の対象となら
ない市内事業者に対し、事業継続を応援するため、
1事業者あたり10万円を給付します。
受付期間 12月1日
（水）〜令和4年1月17日（月）
市内に本店又は主たる事務所を有し、新型コロ
ナウイルス感染症感染拡大の影響を受けて、令
和3年4月〜9月分の月平均の売上が、令和2年
の月平均売上と比較して減少している事業者
詳細は申請要領をご確認ください。申請要領や
申請書は、商工観光課、市商工会、各市民活動
センターなどにあります。また、商工会 から
ダウンロードできます。
商工観光課☎21-1427㑷23-7700

二酸化炭素濃度測定器を
無料配付
店内の二酸化炭素濃度を測定、表示することに
より、店内の状況が可視化され、こまめな換気を
行うことで感染防止につなげるため、二酸化炭素
濃度測定器を1店舗につき1個配付します。
市内で飲食店等を営んでいる人
※彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プ
ラス）の認証を受けていること
12月24日
（金）
までに郵送又は電子申請サービス
で申込み

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。 令和3（2021）年

12月
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