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■接種券、予診票、予防接種済証の変更
追加接種で使用する接種券や
接種済証等について、次のとお
り変更します。
接種券一体型予診票
1・2回目と区別できるよう桜
色の用紙となります。
予診票の右上に接種券が印刷
してあります。接種券と予診票
が一体型となります。

新型コロナウイルス感染症に関する情報
12月14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
追加接種（3回目接種）
11月17日に厚生労働省より追加接種（3回目接種）の対象者及び使用するワクチンの方針が示されました。追加接
種をすることで重症化等の予防効果が高まるとされています。追加接種のご検討をお願いします。
追加接種の方針（今後の更なる科学的知見を踏まえ、必要に応じて変更となる可能性があります）
対象者
回数
費用

2回目接種を終了した後、原則8か月以上経過した18歳以上の希望者
1回
全額公費（無料）
1・2回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、mRNAワクチン（ファイザー社製ワクチン又は
使用ワクチン
武田/モデルナ社製ワクチン）を使用する予定。

予防接種済証
1・2回目の接種履歴が印字し
てあります。3回目接種後は3回
分の接種済証として使用できま
す。
※東松山市民でなかったとき
の接種記録は
「*」
が印字されます。

※国から各自治体に分配される追加接種で使用するワクチンは、ファイザー社製ワクチンが約55％、武田/モデルナ社
製ワクチンが約45％となる予定です。東松山市では、接種する医療機関によりワクチンを分けて使用する予定です。
接種券一体型予診票見本（桜色）

予防接種済証見本

■追加接種に関するQ&A
Q.65歳以上の高齢者の予約指定では、会場やワクチンも指定されるのか?

■今後の接種スケジュール
追加接種が可能となる時期は、次の表でご確認ください。追加接種では、年齢や基礎疾患等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。

Q.2回目で使用したワクチンと同じワクチンを接種したい場合はどうすればよいか?

令和3年3月〜5月

A.追加接種で配分されるワクチンについては、ファイザー社製ワクチンが約55％、武田/モデルナ社製ワクチン
が約45％と示されており、全員が希望する時期に希望するワクチンを接種することは難しい状況です。

令和3年6月ごろ

間

追加接種（３回目接種）
接種券発送時期
予約開始時期
接種開始時期
勤務先等の医療機関で接種できる人
令和3年12月〜
予約不要
発送済み
勤務先等の医療機関で接種できない人
令和4年1月下旬
令和4年1月11日
（火）午後0時30分〜
令和4年1月ごろ 令和4年2月ごろ
令和4年2月ごろ

Q.3回目接種後の副反応はどの程度なのか?また、2回目と異なるワクチンを接種しても大丈夫なのか?

令和3年7月ごろ

隔

令和4年2月ごろ

A.副反応は、2回目接種後と同程度と報告されています。なお、2回目と異なるワクチンを接種（交互接種）した場
合と、2回目と同じワクチンを接種（同種接種）した場合の副反応の差はなかったと報告されています。

令和3年8月ごろ

令和4年3月ごろ

令和3年9月以降

未定

接種会場

予約開始日

【2回目】令和4年1月28日
（金）

①午後3時30分〜4時

【1回目】令和4年1月12日
（水）

②午後4時〜4時30分

東松山市立市民病院
（松山2392番地）

令和3年12月20日
（月）
午後0時30分〜

【2回目】令和4年2月 2日（水）
※1回目と2回目は同じ時間帯となります。2回目の日時変更はできません。
※接種日程については、12月号の広報紙で既にご案内しているため、1月号の広報紙配布時点では枠が埋まってい
る可能性があります。今後の接種スケジュールは、市 や市公式LINEなどで随時お知らせします。
令和4（2022）年

1月

令和4年3月ごろ
（65歳以上は予約不要※）

令和4年4月ごろ
（65歳以上は予約不要※）

未定

令和4年3月ごろ
令和4年4月ごろ
未定

■予約方法
新型コロナワクチンの接種予約は次のいずれかの方法で予約できます。
1.電話で予約：コールセンターに電話する（令和4年1月1日から電話番号がフリーダイヤルへ変更となります）
東松山市新型コロナワクチン接種コールセンター
☎0120-558-053（午前8時30分〜午後5時、土・日曜日、祝日も実施）※通話料は発生しません。
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（1・2回目の予約で使用したマイページは引続き利用できます）
URL: https://vaccines.sciseed.jp/higashimatsuyama-covid19

【1回目】令和4年1月 7日（金）
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種

■今後の接種スケジュール
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回分の
予約をまとめて行います。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、保健センター（☎24-3921）
へ直接ご相談ください。ワクチンを接種することで、感染症の発症予防効果が確認されており、また、デルタ株等
の変異株に対しても一定の効果があることが報告されています。ご自身だけでなく、大切な人を守るためにもワク
チン接種のご検討をお願いします。
時間

（65歳以上は予約不要※）

※市で指定するのは、65歳以上の高齢者
（昭和32年4月1日以前に生まれた人）の予約のみとなります（65歳未満の人
はご自身で予約をお願いします）。

初回接種（1・2回目接種）

接種日

2回目接種時期

接

A.日程だけでなく、会場やワクチンも指定します。なお、キャンセルや変更も可能です。変更の場合は、ご希望
に添えない場合がありますので予めご了承ください。

手順 ①接種券番号・パスワードを入力 ②接種会場・日時を選択 ③予約を確定
※初めて使用する場合は、次の手順でマイページを登録してください。
①接種券番号・生年月日を入力 ②氏名・電話番号等を登録 ③新しいパスワードを設定

接種予約サイト

3.窓口予約：保健センターへ来所して予約する
保健センター 【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。
※令和3年12月29日
（水）
〜令和4年1月3日
（月）
は年末年始のため、休みとなります。
令和4（2022）年

1月
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新型コロナウイルスの影響を受けた人への生活支援について
□新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金（制度が変更されました）
社会福祉協議会の特例貸付を借り終わった世帯で、一定の要件を満たした人に支給
する自立支援金について、次のとおり制度が変更されます。対象者には郵送でお知ら
せします。詳細は市 をご確認ください。
・自立支援金の支給が終わった世帯
・社会福祉協議会の特例給付のうち初回貸付を借り終わった世帯
支給期間 3か月
申請期限 3月31日（木）
□住居確保給付金（家賃補助）の再支給（申請期限が延長となりました）
離職や新型コロナウイルス感染症の影響による休業で収入が減少し、住居を失うお
それのある人に対して支給する住居確保給付金の再支給について、申請期間が延長さ
れました。
詳細は市 をご確認ください。
申請期限 3月31日（木）

新型コロナワクチンの接種証明書の電子版が、令和3年12月20日（月）からスマートフォンで取得できるようにな
りました。また、紙の接種証明書はこれまで「海外渡航用」のみに限定されていましたが、接種証明書の電子化に合
わせて令和3年12月20日（月）から「日本国内用」も発行が可能となりました。電子版の接種証明書の発行には、マイ
ナンバーカードやスマートフォン等が必要となります。詳細な発行方法については、市 をご確認ください。
対象者
自立支援金

発行費用

Focus

デジタル庁

Q.電子版の接種証明書の交付にマイナンバーカードが必須とされている理由は？
住居確保給付金

A.接種証明をご本人にお渡しするためには、確実に本人からの申請であることの確認が必要となります。本人確
認をオンラインで行うためには、現状、マイナンバーカードを所持し、かつ、そのパスワードを知っていること
が最も確実な手段であることから、マイナンバーカードが必須の要件とされています。
Q.1回目と2回目を異なる自治体で接種している場合は、1回の申請で2回分の接種証明書が発行されるのか?
A.紙、電子に関わらず、それぞれの自治体に申請することで、それぞれから接種証明書が発行されます。

臨時特別給付金

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。

東松山ぼたん園☎81-7607㑷81-7609
1月

新型コロナワクチン接種
証明書アプリ（アイコン）
※App Store及びGoogle Play
で公開されています

■接種証明書に関するQ&A

新春ぼたん展
新年の縁起花として、開花時期を調整した貴重なぼた
んに雪ん子のような“わらぼっち”を掛けて展示します。
今年は、約80株の新春ぼたんが会場を彩ります。
ロウバイの小路と併せて冬のぼたん園をお楽しみくだ
さい。
※展示数等、生育状況で変更する場合があります。
1月8日（土）〜23日
（日）午前10時〜午後3時
芝生広場（雨天開催・荒天中止）
ぼたん園のお正月遊び
竹や木の実などの自然の素材を使っておもちゃを作り
ます。竹とんぼやどんぐりゴマなどを自分で作って遊び
ましょう。講師が作り方を教えますので、お気軽にご参
加ください。
1月16日（日）午前10時〜正午
（最終受付午前11時30分）
あずまや周辺（雨天中止）
小学生以下は保護者同伴
100円〜200円
（材料費）
当日随時受付（材料がなくなり次第、受付終了）

令和4（2022）年

無料

発行用途 「日本国内用」又は「海外用及び日本国内用」

東松山ぼたん園で新春イベントを開催します
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新型コロナワクチン接種時に東松山市に住民
票を有する人

発行媒体 「紙」又は「電子」

□住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（今後変更の可能性あり）
政府の緊急経済対策に基づき、住民税非課税世帯等に対して、一世帯あたり10万
円を支給します。詳細は市 をご確認ください。
□その他、生活にお困りの人は社会福祉課へご相談ください。
社会福祉課☎21-1408㑷24-6066

接種証明書

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。

Q.氏名が変わった場合、パスポートが更新された場合、スマートフォンを変えた場合等に、電子接種証明書の再
取得は必要か?
A.接種証明書の記載事項に変更がある場合（氏名の変更、パスポートの更新の場合など）は、接種証明書の再取得
が必要です。なお、接種証明書には住所の情報は記載されていないため、転居した場合の再取得は不要です。スマー
トフォンを変えた場合には、当時の取得情報は引き継がれないため、再取得が必要となります。
Q.スマートフォンを持たない子どもの接種証明書を親と同じスマートフォンで取得できるのか?
A.法定代理人として親権者が、自身のスマートフォンにより子どもの接種証明書を取得することも可能であり、
同一のアプリ内に複数の接種情報が格納されることとなります。
Q.電子版の接種証明書についての問い合わせ窓口はあるのか?
A.取得にかかる操作方法等は、デジタル庁のwebサイトでよくある質問を提示するほか、お問い合わせWebフォー
ムを設置する予定です。また、接種証明書の制度全般に関するお問い合わせは、厚生労働省新型コロナワクチン
コールセンター（☎0120-761-770）
にお願いします。

その他
■自宅療養者への支援事業
東松山市と埼玉県は、連携事業として自宅療養者の生活支援を実施しています。具体的な取組として、パルスオ
キシメーター（血中酸素濃度測定器）の貸与及び食料品、生活必需品などの支給を行っています。自宅療養者となっ
た人には市から本支援事業の案内があります。
■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
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4（2022）年

1月
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