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1 接種対象者・接種順位
　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。東松山市でも65歳以上の人への接
種が始まり、6月20日（日）までに約75パーセントの高齢者が1回目の接種を完了する見込みです。今後の接種スケ
ジュール（注1）は、次の表をご確認ください。6月28日（月）から、7月12日（月）以降の予約を順次開始します。
優先順位 対象者（注2） 接種券発送時期 接種開始時期
① 医療従事者等 2月17日～
② 高齢者施設の入所者で65歳以上 5月14日～
③ ②以外の65歳以上 5月7日～ 5月31日～

④ ③以外の基礎疾患を有する人（注3）（6月27日までに連絡した人のみ） 6月末～ 7月12日～③以外の高齢者施設等の従事者
⑤ 60歳～64歳 7月上旬～（年

齢の上の人か
ら順次発送）

7月19日～
⑥ 50歳～59歳 7月26日～
⑦ ①～⑥以外の12歳以上の人 未定 未定

（注1）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。
（注2）対象者の年齢は、令和3年度中にその年齢に達する満年齢です。
（注3）基礎疾患を有する人は、東松山市コールセンターに申込みしてください。優先的に接種券を発送します。

　接種予約ができなかった人は、キャンセル待ちとして登録することができます。キャンセルが出た際
にご連絡いたします。登録後に別の医療機関や日時に接種予約をした場合は、キャンセル待ちは自動で
解除されます。登録を希望する人は東松山市コールセンターに電話してください（☎0570-003-220）。

2 予約方法
　必ず接種券が届いてから接種の予約をしましょう。接種の予約は、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、慌てずに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。

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～5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
よくあるご質問
　Q 1.接種券番号と生年月日を入力してもエラーとなり予約に進めません。
　A 1.一度パスワードを変更したら、次回以降生年月日ではなく変更したパスワードを入力してください。
　Q 2.自分の予約をした後、同じ端末で別の人の予約をしようとするとエラーが出てしまいます。
　A 2.マイページから一度ログアウトした後、再度予約に進んでください。

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！

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。基礎疾患のある人は、事前にかか
りつけ医療機関に相談するか、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。7月12日（月）以
降の接種可能医療機関等は次のとおりです。
市内病院
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
１ 新井クリニック（西本宿） 13 辻保順医院（新郷）
２ いちごクリニック（東平） 14 にこにこハート内科クリニック（五領町）
３ 榎本耳鼻咽喉科医院（材木町） 15 ハロークリニック（大谷）
４ 笠原クリニック（毛塚） 16 東松山在宅診療所（神明町）
５ 岸澤内科心療科医院（材木町） 17 深谷耳鼻咽喉科クリニック（石橋）
６ 宏仁会高坂醫院（西本宿） 18 福島医院（新宿町）
７ 河野整形外科内科クリニック（沢口町）※追加 19 ほしこどもおとなクリニック（上野本）
８ さいわい内科クリニック（幸町） 20 ボッシュ健康保険組合診療所（箭弓町）
９ 高坂耳鼻咽喉科医院（西本宿） 21 村山内科小児科クリニック（東平）※追加
10 高橋内科胃腸科クリニック（御茶山町） 22 よしおか整形外科（松山）
11 たなか内科・眼科クリニック（松葉町） 23 吉田産婦人科内科医院（御茶山町）※追加
12 つかさクリニック（松風台）

集団接種会場
1 松山市民活動センター（松本町） 2 野本市民活動センター（下野本）
※各医療機関・集団接種会場の詳細な接種時間については、予約サイトで確認するか、東松山市コールセンターに
お問い合わせください。

4 その他
１．防衛省・自衛隊大規模接種センターでの接種
　18歳以上の人は、自衛隊大規模接種センターでの接種を受けることが可能となりました。予約に
は接種券が必要となります。早期の接種券発送を希望する人は、新型コロナウイルスワクチン接種
券早期発送届を健康推進課に提出してください。東京大規模接種センターの予約・受付案内につい
てはQRコードからご確認いただくか、専用お問い合わせ・予約窓口（☎0570-056-730、毎日午前7
時～午後9時）へお問い合わせください。

２．職域接種
　職域接種を行う事業者で接種券の早期発送を希望する場合、対象者名簿と合わせて新
型コロナウイルスワクチン接種券早期発送兼送付先変更届を健康推進課に事業所単位
で提出してください。お問い合わせは各省庁相談窓口又は埼玉県新型コロナウイルスワ
クチンチーム市町村支援担当（☎048-830-7507）まで。

※使用するワクチンはどちらも武田/モデルナ社製ワクチンとなります。東松山市との二重予約はで
きません。東松山市で接種を受ける場合は、予約対象となる時期までお待ちください。
※各届出書は保健センター又は市 からもダウンロードできます。必要事項を記入して保健センター
窓口に直接又は郵送してください。

新型コロナウイルス感染症に関する情報
6月17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

■ワクチンに関するお問合せ
健康推進課☎24-392122-7435
埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口
☎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～午後9時（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 でも確認できます。

※新型コロナワクチンQ
＆A厚生労働省

東京大規模接種
センター

市 新型コロナ
ワクチン関連情報

職域接種会場申
請サイト

職域接種の総合
窓口
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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。

　　　　市役所1階市民ホール、
松山市民活動センターを除く各
市民活動センター（土・日曜日、
祝日を除く）、ウォーキングセ
ンター（月曜日休館。月曜日が
祝日の場合は火曜日休館、土・
日曜日は受付できます）

歩行ルート
1日目　和紙の里・武蔵嵐山ルート
2日目　吉見百穴・森林公園ルート
3日目　都幾川・千年谷公園ルート

50km・40km 午前6時30分～ 7時
30km 午前7時～ 8時
20km 午前8時～ 10時

スタート予定時間

従来大会からの主な変更点

東秩父・和紙の里特別ルート

5,000人
定員（申込順）

開催地以外
開催地※
登録区分 大人 高校生以下

2,000円
1,500円

800円
500円

※開催地の登録参加費は、東松山市・熊谷市・深谷市・越生町・
比企郡の各町・東秩父村にお住まいの人で、開催地の受付窓口に
直接申し込む場合に適用されます。

　1日目には東秩父村和紙の里をス
タート地点とする30kmの特別ルート
もあります。
　東秩父行バスを希望される人は登
録参加費にプラスして1,000円をお
支払いいただきます。

登録参加費（中止の場合も返金できません）

大会公式ホームページ
http://www.japan3day.jp/

7月1日木事前登録受付開始

・10㎞／ 5㎞コース、ゆっくりウォークは実施しません。
・出発式は行いません。事前登録者にはあらかじめスタート時間

の指定通知を送付し、参加者は指定時間に会場でチェックを受
け、順次スタートしていただきます。

・歓迎の集い、完歩・歓迎演奏、パレード歩行などは実施しません。
・事前登録されていない人は中央会場内に入れません。
・中央会場にステージを開設しません。
・中央会場に飲食提供を伴う出店等や休憩スペースは設けません。
　中央会場内での水分補給を除く飲食・飲酒はご遠慮ください。
・専用駐車場（大岡運動広場）を開設しませんので、ご来場の際

は公共交通機関をご利用ください。

※第44回大会は国際マーチングリーグ（IML）の公認基準を満たさないため、IMLの認定を受けられません。

受付場所

オリジナル
参加記念品が
もらえます

直接申込（東松山市役所1階市民ホール）・
インターネット申込・Famiポート等

郵便振込・銀行振込・電話申込・
直接申込（ウォーキングセンター・市民
活動センター・支援市町村・日本ウオー
キング協会・埼玉県ウオーキング協会）

申込方法 受付終了日

9月15日（水）

8月31日（火）

※第44回大会では当日登録での参加はできません。

国民健康保険税及び後期高齢者
医療保険料の減免

　新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯
主の収入が前年と比べて3割以上減少する見込み
の世帯に対して、国民健康保険税及び後期高齢者
医療保険料を免除又は減額する制度があります。
　詳細は7月中旬発送の国民健康保険税納税通知
書・後期高齢者医療保険料納付通知書に同封する
チラシ又は市 をご確認ください。
保険年金課

（国民健康保険）☎21-140323-0076
（後期高齢者医療制度）☎63-500423-0076

介護保険料の減免
　65歳以上の人であって、新型コロナウイルス
感染症が重症化した人や、新型コロナウイルス感
染症により生計中心者の収入が前年と比べて、3
割以上減少が見込まれる人は、介護保険料の減免
を受けられる制度がありますのでご相談くださ
い。
高齢介護課☎21-146022-7731

子育て世帯生活支援特別給付金
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化
し、雇用状況の悪化・食費等の支出が増える中、
影響を受けている子育て世帯に対して特別給付金
を支給します。
次の①、②のいずれかに該当する人
①令和3年4月分の児童手当・特別児童扶養手当
の支給を受けていて、令和3年度の住民税（均
等割）が非課税の人（申請不要）
※対象者には6月末に通知済みです。
②令和3年3月31日時点で18歳未満の児童（一定の
障害がある場合は20歳未満）を養育する人で次
のいずれかに該当する人（要申請）
・令和3年度の住民税（均等割）が非課税の人
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変し、令和3年1月1日以降の収入が住民税
非課税相当になった人

給付額　児童1人につき5万円
※既に子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親
世帯分）の支給を受けている人は支給対象外です。
※詳細は市 をご確認ください。
子育て支援課☎21-146123-2239

スポーツ課☎21-143923-2239

住居確保給付金（家賃）の再支給
について

　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　令和3年9月30日（木）
社会福祉課☎21-140824-6066

新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金について

　新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、社
会福祉協議会からさらなる貸付を利用できず、新
たな就労や生活保護の受給に結びついていない生
活困窮世帯を対象として、自立支援につなげるた
めの支援金の支給を予定しています。
　対象者には郵送でお知らせしますが、他市町村
の社会福祉協議会に再貸付の相談をされた人はお
問い合わせください。
支給期間　7月以降の申請月から3か月（申請受付
は8月末まで）
社会福祉課☎21-140824-6066

傷病手当金の支給について（国民
健康保険・後期高齢者医療制度）

　国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入し
ている給与所得者で、新型コロナウイルスに感染
又は発熱等で感染が疑われた場合に、その療養の
ため就労できなかった期間について、傷病手当金
を支給します。
支給額　直近3か月間の給与収入合計額÷就労日
数×2/3×支給対象日数

支給対象期間　就労できなかった期間のうち、始
めの3日間連続して仕事を休んだ期間（待期期
間）を除いた4日目以降の休みの期間（最長1年6
か月）
　なお、支給を受けるためには事業主や医師の証
明が必要です。
　詳細は保険年金課までお問い合わせください。
保険年金課

（国民健康保険）☎21-140323-0076
（後期高齢者医療制度）☎63-500423-0076

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。


