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1 接種対象者・接種順位
　東松山市では、7月12日（月）から65歳未満の人へのワクチン接種を開始しています。現在、国におけるファイザー
社製ワクチンの具体的かつ安定的な供給計画の見通しが立っていないことから、今後の接種スケジュールは、市
やLINEで随時お知らせいたします。
優先順位 対象者 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 65歳以上 　 4月26日～

③ ②以外の基礎疾患を有する人	
②以外の高齢者施設等の従事者 6月28日～

7月12日～
空いている予約枠に
予約でき次第

④ 60歳～64歳 7月5日
⑤ 55歳～59歳 7月8日
⑥ 50歳～54歳 7月9日
⑦ 45歳～49歳 7月12日
⑧ 40歳～44歳 7月13日
⑨ ①～⑧以外の12歳以上の人 7月下旬頃

※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。11歳の人は、12歳の誕生日の前日から接種可能
となります。
※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。
※国や県が運営する大規模接種会場での接種や職域接種などで早期に接種券をご希望の人は、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宛てに提出してください。接種券を早期に受け取った人は、ご自身の接種
順位になるまで市内医療機関での接種予約ができませんのでご注意ください。

　東松山市の公式LINEアカウントを開設しました。新型コロナワ
クチンの最新情報を随時配信します。この機会に是非友だち登録を
お願いします。

アカウント名 　東松山市（@e_matuyama_city）

LINE　ID 　@e_matuyama_city

例えばこんなワクチン情報をお届けします。
・接種券発送のお知らせ　・新たな予約枠のお知らせ　・ワクチン接種に関する緊急のお知らせ

2 予約方法
　ご自身が接種対象となる時期に接種券が届いた人から予約が可能です。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 埼玉県が設置する集団接種会場
　埼玉県が運営する集団接種会場は、64歳以下の埼玉県民を対象に今後県内4か所に設置される予定となっていま
す。使用されるワクチンの種類や接種日程、予約方法等の詳細は、市 や県 をご確認ください。

※東松山市で一度でもワクチン接種を受けた人は、国や県の集団接種会場での接種は受けられません。未接種で既に東
松山市での接種を予約している人は、必ず予約をキャンセルしてから国や県の集団接種を予約してください。

新型コロナウイルス感染症に関する情報
７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

　　　　東松山市公式LINEアカウントを開設しました！

QRコード

皆さんのご登録を
お待ちしています！

埼玉県集団接種会場（予定）
・浦和合同庁舎（さいたま市浦和区北浦和5-6-5）

・ウェスタ川越（川越市新宿町1-17-17）　

・熊谷文化創造館さくらめいと（熊谷市拾六間111-1）

・県民健康福祉村（越谷市北後谷82）

　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）。
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新型コロナウイルス感染症に関連する
中小企業等経営相談窓口を開設しています

　専門家（中小企業診断士・社会保険労務士・税
理士）による経営相談窓口を開設しています。相
談時間：45分程度・相談料無料
※必ず事前に市商工会へ電話予約してください。
対象　新型コロナウイルス感染症により、企業活
動に影響を受けている又はアフターコロナへの
対応に不安を感じている市内の中小企業・小規
模事業者

期間　月・水・金曜日（祝日を除く）午前10時～
午後4時（正午～午後1時を除く）
・ 市商工会☎22-0761

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
めの支援金を支給しています。
　対象者には郵送でお知らせしますので、ご確認
ください。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　3か月（申請受付は8月末まで）
・ 社会福祉課☎21-140824-6066

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。

プレミアム率30％　〈第2弾〉東松山市プレミアム付商品券販売
　東松山市商工会では、昨年度に引き続きプレミアム付商品券を販売します（事前申込制）。
　前回とは申込方法が異なりますので、ご注意ください。
発行数	 40,000冊（総額5億2,000万円）
販売価格	 1冊　10,000円（Ａ券＋Ｂ券の13,000円分の商品券）
	 （A券）どの加盟店でも使える共通券	 1,000円	× 	 8枚
	 （B券）大型店以外の加盟店専用券	 500円	× 10枚
	 ※大型店…店舗面積1,000㎡を超える店舗
使えるお店	 	現在加盟店募集中です。※市商工会 に順次アップしていきます（前回実績約500店）。　

※参考として市商工会 で前回の参加店をご確認できます。
利用期間	 10月9日（土）～令和4年1月31日（月）
	 ※期限を過ぎた商品券は利用できません。
対象	 市内在住者（世帯主）※1世帯1回限り
販売冊数	 1世帯3冊まで※応募者多数の場合抽選、ただし、1世帯１冊は当選となります。
応募方法	 重複の申込はできません（次のいずれかの方法によりお申し込みください）。
　１専用応募ハガキによる申込み
　　　	「専用応募ハガキ」付きチラシを新聞折込します。チラシに付いている応募ハガキを使って、必

要事項を記入のうえ63円切手を貼り、切り取ってポストへ投函してください。
　　・折込日　　8月20日（金）
　　・受付期間　8月21日（土）～9月10日（金）		※当日消印有効
　　　	チラシは8月23日（月）以降、市役所、各市民活動センター、市観光協会、郵便局、市商工会な

どにもあります。
　２インターネットによる申込み
　　　	東松山市プレミアム付商品券「申込専用サイト」にアクセスし、必要事項を入力

してください。
　　　市商工会 からもアクセスできます（申込専用サイトは、現在作成中）。
　　　http://www.higashimatsuyama.or.jp
　　・受付期間　8月23日（月）～9月10日（金）午後5時締切
※申込結果は、当選者のみ市商工会から「当選ハガキ」を9月27日（月）ごろ発送しますの
で、申込時に指定した引換販売場所に当選ハガキと現金をご持参ください。

引換販売場所・引換販売日時
引換販売場所 引換販売日時

東松山市総合会館４階多目的ホール 10月2日（土）・3日（日）
午前9時～午後4時

東松山市商工会
10月4日（月）～12日（火）の平日	
午前9時～午後4時
10月10日（日）	午前9時～午後4時

郵便局（東松山・高坂・唐子・東松山柏崎・東松山箭弓・
東松山平野・東松山松葉町・東松山石橋・東松山白山台・
滑川羽尾）

10月4日（月）～29日（金）の平日
午前9時～午後5時

※申込時に指定した引換場所の変更はできません。

　引換販売期間中にお越しいただけない場合、キャンセル扱いとなります。
　本事業は、市の支援のもと国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業
です。調整中の内容もあり、変更する場合もありますのでご注意ください。
市商工会☎22-076124-0687

4 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）の発行
　日本から海外渡航する際、諸外国への入国時の防疫措置の緩和を必要とする人に対して、無料で接種証明書の発
行を行います。この証明書は、当面は海外渡航者のための限定的な証明書となります。詳しい申請方法や必要書類
等については、今後市 でお知らせします。
対象者　接種日時点で東松山市に住民票があり、ワクチン接種を受けた人
申請開始日　7月26日（月）
受付時間　午前8時30分～午後5時15分
提出先　東松山市役所本庁舎1階パスポートセンター
申請方法　窓口又は郵送
※土・日曜日、祝日は受付できませんので、ご注意ください。
※郵送の場合は、必要書類のほかに切手を貼った返信用封筒を同封し、次
の宛先に郵送してください。
〒355-8601　東松山市松葉町1-1-58
東松山市新型コロナワクチン接種証明書担当宛
必要書類等
①新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書（市 に掲載して
います）
②旅券（パスポート）※写しでも可
③予防接種済証（接種券の右側）又は接種記録書
※紛失した場合、マイナンバーが確認できる書類をご提示ください。
④旅券に旧姓・別姓・別名（英字）の記載がある人は、旧姓・別姓・別名が
確認できる本人確認書類が必要となることがあります。
⑤親権者以外の代理人による申請の場合は、本人が作成した委任状（市 に掲載しています）

■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

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

市商工会

姓 名
[Surname Given name]

生年月日 [Date of Birth] (YYYY-MM-DD)
1950-01-01
国籍 [Nationality]
JAPAN
旅券番号 [Passport Number]
TR1111112

１回目接種 [First Dose] ２回目接種 [Second Dose]
ワクチンの種類 [Vaccine Type] ワクチンの種類 [Vaccine Type]
COVID-19 mRNA COVID-19 mRNA
メーカー [Manufacturer] メーカー [Manufacturer]
ファイザー ファイザー
[Pfizer/BioNTech] [Pfizer/BioNTech]
製品名 [Product Name] 製品名 [Product Name]
コミナティ コミナティ
[COMIRNATY] [COMIRNATY]
製造番号 [Lot Number] 製造番号 [Lot Number]
LOT00001 LOT00002
接種年月日 [Vaccination Date] (YYYY-MM-DD) 接種年月日 [Vaccination Date] (YYYY-MM-DD)
2021-06-05 2021-06-26
接種国 [Country of Vaccination] 接種国 [Country of Vaccination]
日本 日本
[JAPAN] [JAPAN]

証明書発行者 [Certificate Issuance Authority]
埼⽟県東松⼭市⻑
[Mayor of Higashimatsuyama, Saitama Prefecture]

日本国厚生労働大臣
[Minister of Health, Labour and Welfare, Government of Japan]

証明書ID [Certificate Identifier] 証明書発行年月日 [Issue Date] (YYYY-MM-DD)
112127-20210801-900003 2021-08-01

新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書
Vaccination Certificate of COVID-19

松⼭ 太郎
[MATSUYAMA TARO]

見本


