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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

新型コロナウイルス感染症に関する情報
4月16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
1　接種対象者・接種順位
　新型コロナワクチンは、令和3年2月17日から令和4年2月28日までの間、原則、住民票所在地の市町
村において無料で接種を受けることができます。接種対象者に接種券（クーポン券）が入った封筒を順次
お送りしますので、接種券が届いたらコールセンターに電話をするか、インターネットで接種の予約を
してください。
優先
順位 対象者 接種券発送時期

（予定）
予約開始時期

（予定）
接種開始時期

（予定）
1 医療従事者等 2月17日～

2 高齢者施設に入所している65歳以上の高
齢者等 4月末以降

3 2以外の85歳以上の高齢者 5月上旬頃 5月17日～ 5月末以降
4 2以外の75歳～84歳の高齢者 5月下旬頃 5月24日～ 6月上旬以降
5 2以外の70歳～74歳の高齢者 5月末頃 5月31日～ 6月中旬以降
6 2以外の65歳～69歳の高齢者 6月上旬頃 6月7日～ 7月中旬以降

7 高齢者以外で基礎疾患（心臓、腎臓、肝臓、
血液疾患や発育障害など）を有する人等 未定 未定 未定

8 1～7以外の16歳以上の人 未定 未定 未定

※高齢者の年齢は、令和3年度中にその年齢に達する人を指します。
※ワクチン供給状況により、上記のスケジュールを変更する場合があります。
※優先順位4～6の対象者の接種開始時期は、予約状況により前後する場合があります。
※基礎疾患を有する人に「重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳
を所持している又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手
帳を所持している場合）」が追加されました。

2　接種券（クーポン券）・予診票
　接種券を接種開始時期に合わせて順次お送りします。接種券はシール台紙に印字されていますが、は
がしたりせずに当日まで大切に保管してください。予診票はあらかじめ質問事項を確認して当日までに
必ず記入しておきましょう。
●接種券通知（見本）

料金後納
郵　便

355-8601
東松山市松葉町1-1-58

健康　太郎　様

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
東松山市　健康推進課（保健センター）
〒355-0016　埼玉県東松山市材木町2-36

接種券に同封しているもの
①接種券
②案内チラシ
③予診票（１回目分）
④新型コロナワクチン予防
接種についての説明書

接種券とは別に、もう一通コロナワクチン接種に関するお知らせをお送りします。

3　接種会場
　原則として、住民票所在地の医療機関又は集団接種会場での接種となります。東松山市では、次の市内
医療機関又は集団接種会場でワクチン接種を受けることができます。接種は予約制です。基礎疾患のある
人で、接種に際して気になることがある場合は、事前にかかりつけ医療機関に相談してから予約してくだ
さい。また、基礎疾患のある人は、可能な限り、かかりつけ医療機関で接種をするようにしてください。

市内病院
医療機関名 医療機関名

1 大谷整形外科病院（下野本） 4 東松山市立市民病院（松山）
2 埼玉成恵会病院（石橋） 5 東松山病院（大谷）
3 東松山医師会病院（神明町） 6 武蔵嵐山病院（上唐子）

市内診療所・クリニック
医療機関名 医療機関名

1 新井クリニック（西本宿） 10 つかさクリニック（松風台）
2 いちごクリニック（東平） 11 辻保順医院（新郷）
3 笠原クリニック（毛塚） 12 にこにこハート内科クリニック（五領町）
4 岸澤内科心療科医院（材木町） 13 ハロークリニック（大谷）
5 さいわい内科クリニック（幸町） 14 東松山在宅診療所（神明町）
6 高坂醫院（西本宿） 15 深谷耳鼻咽喉科クリニック（石橋）
7 高坂耳鼻咽喉科医院（西本宿） 16 ほしこどもおとなクリニック（上野本）
8 高橋内科胃腸科クリニック（御茶山町） 17 ボッシュ健康保険組合診療所（箭弓町）
9 たなか内科・眼科クリニック（松葉町） 18 よしおか整形外科（松山）

集団接種会場
会場 住所

１ 松山市民活動センター 松本町1-9-35
２ 野本市民活動センター 下野本610-1

4　予約の前に確認すること
　接種券に同封された「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」には「ワクチンの効果と投与方
法」「予防接種を受けることができない人」「予防接種を受けるに当たり注意が必要な人」「接種を受けた後
の注意点」「副反応について」「予防接種健康被害救済制度について」などの説明がありますので必ずお読
みください。
　なお、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスク双方について理解した上で、自らの意思で
接種を受けていただいています。受ける人の同意なく、接種が行われることはありません。
　職場や周りの人などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることの
ないようお願いいたします。

　ワクチン接種後、数日以内に現れる可能性がある症状は次の表のとおりです。
発現割合 症状
50％以上 接種部位の痛み、疲労、頭痛
10-50％ 筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1-10％ 吐き気、おう吐

コミナティ®添付文書より改編

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。
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5　予約方法
接種券が届いた人から接種の予約を行ってください。
　電話又はインターネットにより予約することができます。
■電話予約の場合
・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、
　受付時間：午前8時30分～午後5時、土・日曜日、祝日も実施）に電話する。
・一度に2回分の接種を予約する。（2回目は3週間後の同じ曜日）
※1回目の予約をキャンセルする場合は、2回目の予約もキャンセルし、改めて2回分の予約をしてください。
※大谷整形外科病院で接種を受ける場合は、5月中旬以降、直接病院に電話してください。（☎0493-24-
5333、受付時間：午後2時～5時　休診日：祝日）
■インターネット予約の場合
・東松山市新型コロナワクチン接種予約サイトにアクセスする。
　 https://vaccines.sciseed.jp/higashimatsuyama-covid19
・必要項目を入力し、2回分の予約をする。
　なお、電話やインターネットでの予約が困難な人はFAX（0493-22-7435）による予約も可能です。詳
細は市 を確認してください。
■住民票がある場所以外での接種について
　原則、住民票所在地での接種となりますが、やむを得ない事情がある人は、住民票所在地以外で接種
を受けることができます。住民票所在地以外で接種を受ける際、事前に、接種を行う医療機関等が所在
する市町村へ「住所地外接種届出」が必要となる場合があります。次の表を確認してください。
住所地外接種届出が必要な人 住所地外接種届出が不要な人
・�出産のために里帰りしてい
る妊産婦
・遠隔地へ下宿している学生
・単身赴任者
� ほか

・入院・入所者
・基礎疾患を有し、主治医の下で接種を受ける人
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関で接種を受ける人
・市外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける人
・災害による被害にあった人� ほか

6　接種当日までに準備すること
　接種当日に明らかに発熱している人は接種できませんので、体調を整えてください。予約をキャンセ
ルする場合は、コールセンターへ必ず電話してください。

7　接種当日
　自宅で検温し、37.5度
以上の発熱があった場合
は、予約をキャンセルし
てください。発熱がなけ
れば、持ち物を確認し、
半袖のＴシャツ等の肩ま
で出せる服装でお越しく
ださい。

■ワクチンに関するお問合せ
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（接種予約・相談はこちら）
受付時間　午前8時30分から午後5時まで（土・日曜日、祝日も実施）
埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口（仮称）
☎0570-033-226（医学的知見が必要となる専門的な相談はこちら）
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
☎0120-761770（フリーダイヤル）
受付時間　午前9時から午後9時まで（土・日曜日、祝日も実施）

※新型コロナワクチンに関する情報は、厚生労働省
のホームページでも確認できます。
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/index.html

※新型コロナワクチンの副反応疑い報告について
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou-
utagai-houkoku.html

住居確保給付金（家賃）の再支給について

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）

　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等に対して、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
方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　6月30日（水）
社会福祉課☎21-140824-6066

新型コロナワクチン集団接種に協力していただける看護師を募集しています！
集団接種会場（松山市民活動センター又は野本市民活動センター）

応募条件　看護師・准看護師免許を有する人で1日当たり最低3時間、勤務日数
については相談に応じます。
�新型コロナウイルスワクチンの接種、接種後の経過観察や受付相談、ワクチン
の薬液補充など。
・ 健康推進課☎24-392122-7435

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、
ひとり親世帯は失業や収入減少する中、食費等の
支出が増加していることから特別給付金を支給す
ることになりました。

次の①～③のいずれかに該当する人
①�令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けて
いる人（申請不要）
　※対象者には4月末に通知済み
②�公的年金等を受給しており、令和3年4月分の
児童扶養手当の支給を受けていない人（要申請）

※令和元年中の収入額が児童扶養手当を受けられ
る水準を下回る人
③�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給し
ている人と同じ水準となっている人（要申請）

給付額　児童1人につき5万円
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児
童
（一定の障害のある場合は20歳未満まで）
※詳細は市 をご確認ください。
子育て支援課☎21-146123-2239

❶回目 ❷回目

3週間後
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QRコードQRコード

QRコード

健康推進課☎24-392122-7435

このあたりに
接種します。

肩がすぐ出せる服
装の上に上着をは
おるなど、工夫し
ましょう。

当日の持ち物
⃝接種券　⃝予診票　⃝本人確認書類（マイナンバー
カード、運転免許証、被保険者証など）
※本人確認書類がないと接種できませんのでご注意
ください。
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