
1 新型コロナワクチン接種の実施期間
　新型コロナワクチン接種の実施期間は3月31日（金）までです。接種を希望する人は、早めの接種をご検討くださ
い。4月以降の接種については、国で検討が進められており3月中に方針が決定される予定ですので、決まり次第
ご案内します。
※接種券を紛失した場合は、コールセンター（☎0120-558-053）へ電話又は保健センターに直接お越しください。
※薬を服用している人は、接種時になるべくお薬手帳をお持ちください。

2 市で実施する接種
　次のとおり接種を実施しています。詳細は、市 をご確認いただくか、コールセンター（☎0120-558-053）にお
問合わせください。
※初回接種は、3月31日（金）までに全ての接種を完了できない場合がありますが、全ての接種を完了できないとし
ても一定の効果は期待されますので、可能な範囲で接種をご検討ください。

対象年齢 接種区分 使用するワクチン 接種間隔・回数 市

12歳以上

初回接種
（1・2回目） 従来型ワクチン（ファイザー社製） 接種間隔:1回目接種から3週間

接種回数:2回

追加接種
（3・4・5回目）

オミクロン株対応ワクチン
（ファイザー社製・モデルナ社製）

接種間隔:前回接種から3か月以上
接種回数:1回
※令和４年11月8日（火）以降に武
田社製ワクチン（ノババックス）で
3回目以上の接種をした人やオミ
クロン株対応ワクチンを既に1回
接種した人は対象外です。

小児
（5～11歳）

初回接種
（1・2回目） 小児用ファイザー社製 接種間隔:1回目接種から3週間

接種回数:2回

追加接種
（3回目） 小児用ファイザー社製 接種間隔:前回接種から5か月以上

接種回数:1回

乳幼児
（6か月～4歳）

初回接種
（1・2・3回目）乳幼児用ファイザー社製

接種間隔: 2回目は1回目接種から3
週間、3回目は2回目接種
から8週間以上

接種回数:3回

■予約方法
　接種は、次のいずれかの方法で予約できます。予約の際は、お手元に接種券をご用意ください。
※初回接種の予約は、保健センター（☎24-3921）へ電話又は直接お越しください。
※65歳以上の高齢者（昭和33年4月1日以前に生まれた人）は、市で接種日時・会場を指定した「新型コロナワクチン
接種予約指定票」を接種券に同封して発送するため、予約不要です（キャンセルや変更をする場合は、必ずコールセ
ンター（☎0120-558-053）にご連絡ください）。

インターネットで予約する 電話で予約する 窓口で予約する

接種予約サイトにアクセスする。
※前回接種の予約で使用した
マイページは引き続き利用で
きます。
※パスワードを忘れた又はログインできな
い人は、コールセンターにご連絡ください。

東松山市新型コロナワクチン接種コールセンターに電話する。

☎0120-558-053 ※通話料は発生しません。
受付：午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日を含む）
お掛け間違いが多くなっています。番号をよくお確かめの上
お掛けください。

保健センターに来所する。
所在地：材木町2-36
受付：平日午前8時30分
～午後5時
※接種券を持参してくだ
さい。

■ワクチンに関するお問合せ
健康推進課☎24-3921 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

新型コロナウイルス感染症に関する情報
2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

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

　発熱等の症状があるときは、医療機関の負担軽減のため、次のとおりご協力をよろしくお願いします。

陽性者登録
陽性と診断された人は、電子申請で
陽性者登録してください。

【登録不要な人】
65歳以上の人や妊娠している人
※上記以外の人でも医師の判断によ
り登録が不要となる場合があります。

発熱等の体調不良時に備えて、早め
に購入しておきましょう。
・新型コロナ抗原定性検査キット
※「研究用」ではなく国が承認した
「医療用」又は「一般用」のキットを使
用してください。

小学生以下、65歳以上、
妊娠している人

対面受診を希望の人

発熱等の症状がある場合の対応

新型コロナ抗原定性検査キットで自己検査

陽性者
登録　

かかりつけ医で対面診療
又はオンライン診療　　

インフルエンザの疑い陰性陽性

対面受診
・かかりつけ医
・埼玉県指定　診療・
　検査医療機関
　（要予約）

中学生～64歳

なし 基礎疾患 あり

県

県

令和5（2023）年■3月令和5（2023）年■3月 67

子育て世帯生活応援給付金
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、
エネルギーや物価の高騰などに直面する子育て世帯を
支援するため子育て世帯生活応援給付金を支給しま
す。
次の①～③のいずれかに該当する人
※①、②については令和4年9月30日時点で東松山市
民であり、児童を養育している人
①令和4年9月分の児童手当（特例給付を除く）の支給
を東松山市から受けている人（申請不要）
※特例給付　児童手当の所得制限を超えた人に対する
一律月額5,000円の給付
※対象者には令和4年12月23日（金）支給済

②平成19年4月2日～令和4年9月30日に生まれた東松
山市民である児童を養育する人（養育する人の所得
が児童手当の所得制限内）
※対象者には令和4年12月中旬に通知済です。申請が
必要でお済みでない人は、3月31日（金）までに申請を
お願いします。
③令和4年10月1日～令和5年4月1日に生まれ、出生で
東松山市民となった新生児を養育する人（養育する
人の所得が児童手当の所得制限内）
※対象者には令和4年12月中旬以降に順次通知してい
ます。4月17日（月）までに申請をお願いします。
給付額　児童1人につき15,000円
子育て支援課☎21-1461 23-2239

新型コロナウイルスの影響を受けた人への生活支援

市

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/covid19/vaccine/1618901974825.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/covid19/vaccine/1663225680857.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/covid19/vaccine/1644796337776.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/covid19/vaccine/1664512687666.html
https://vaccines.sciseed.jp/higashimatsuyama-covid19/login
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/youseisya-touroku.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/hpsearch.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kodomokateibu/kosodate/menu/covid19/1665971547233.html
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