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新型コロナワクチン接種のお知らせ
令和２年度 情報公開制度・個人情報保護制度の
運用状況および審議会等会議公開状況
障害者支援制度をご利用ください
高齢者福祉・介護保険サービスのご案内、介護保
険制度変更点のご案内
消費者情報アンテナ！
朝霞地区一部事務組合だより
国民健康保険にご加入の皆さんへ、後期高齢者医
療保険にご加入の皆さんへ
あなたが所有または管理されている
「空き家」は適正に管理されていますか？
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東京2020大会の安全・安心な開催に向けて、
オリンピック聖火リレー開催による市内循環
バスの運休
実施中の主な新型コロナウイルス感染症
の支援策
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ようこそ！あさかの生涯学習へ
わたくしたちの健康
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新型コロナワクチン接種のお知らせ
接種券の送付や接種状況などの最新情報は、市ホームページ等でご確認ください。
ワクチン接種スケジュール
７月現在、高齢者への接種を実施しています。今後のワクチン接種の見通しは次のとおりです。
対象
基礎疾患を有する方
高齢者施設等従事者
60～64歳の方
50～59歳
40～49歳
30～39歳
12～29歳

接種券発送予定日

予約開始時期

７月２日㈮頃
７月16日㈮～
21日㈬頃
※12歳の方は、年齢到達後の
発送となります。

※年齢は令和４年３月31日時点の満年齢です。

接種開始時期
７月上旬以降

７月中旬以降
７月下旬以降
８月上旬以降
８月中旬以降

予約方法
接種券がお手元に届き、予約開始時期になりましたら、次の方法で事前に予約をしてください。
コールセンター・Web サイトでは３週間後の２回目分まで予約することができます。
予約方法

①

インターネット・スマホ（24時間受付）

市ホームページにリンクされている接種予約サイトから予約できます。
※電話は混雑が予想されるため、インターネット予約がおすすめです

予約サイト

② ワクチン接種コールセンター ☎０５０－２０１８－７９５５※通話料がかかります。
（平日：午前８時30分～午後８時 土・日曜日、祝日：午前８時30分～午後５時）

※コールセンターの受付時間は、７月１日㈭から上記に変更します。
※直接予約を受け付ける医療機関については、接種券同封書類でご確認ください。
※予約には接種券に記載されている接種券番号が必要になります。
当日の持ち物（１回目・２回目共通）

１．接種券

２．予診票（記入済のもの） ３．本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）

注意事項
◦予約時間の厳守にご協力ください。
◦マスクの着用、肩を出しやすい服装にご協力ください。
◦明らかな発熱（通常37.5℃以上）や体調が悪い場合は、接種を控えてください。
◦駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
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接種実施医療機関
変更となる場合がありますので、最新情報は市ホームページをご確認ください。
医 療 機 関
住
所（朝霞市）
１ 新谷医院
本町1-2-36
２ 大城クリニック
本町2-3-8
３ ファミリータイズクリニック
本町2-4-25  T-BLD 朝霞5F
４ 青柳診療所
本町2-13-6  朝陽ビル1F
５ 上野胃腸科
仲町1-2-31
６ すぎたこどもクリニック
仲町1-2-32  あさかクリニックモール3F
７ 朝霞駅東口たんば内科クリニック
仲町2-2-38  アウステル1F
８ 渡邉クリニック朝霞
仲町2-2-44  パールウィング4F
９ 三浦医院
幸町1-3-2
10 朝霞整形外科・外科
幸町2-7-41
青葉台1-3-2  青葉台メディカルプラザ2F
11 みやた内科クリニック
12 くろだ内科クリニック
大字溝沼760  朝霞溝沼医療センター1F
13 塩味クリニック
大字溝沼867
14 TMG あさか医療センター
大字溝沼1340-1
15 塩味病院
溝沼2-4-1
16 富岡医院
膝折町1-9-35
17 あさか内科クリニック
根岸台3-20-1 くみまちモールあさか2F
18 あいかわ循環器内科・内科
根岸台6-3-34
根岸台6-8-35  根岸台クリニックビル3F
19 はねだクリニック
20 朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科
東弁財1-5-18  カロータ2F
21 朝霞台呼吸器科・内科・外科クリニック
東弁財1-5-18  カロータ3F
22 TMG サテライトクリニック朝霞台
西弁財1-8-21
23 増田耳鼻咽喉科医院
三原2-13-28
24 鈴木内科
朝志ヶ丘1-2-3-106
25 村山クリニック
朝志ヶ丘1-7-7
26 宮戸クリニック
朝志ヶ丘4-7-13
27 朝霞厚生病院
大字浜崎703
浜崎1-2-10  アゴラ21ビル6F
28 北朝霞・朝霞台えきまえ SS こどもクリニック
29 あさくらクリニック
北原2-1-30
７月

特設会場開所日程

事前に予約してください。
接種会場
開所時間
総合体育館
午前
１
（青葉台1-8-1）
９時30分〜正午

＜７月＞開所日程（予定）
１日㈭、４日㈰、８日㈭、11日㈰、13日㈫、15日㈭、
27日㈫、29日㈭

１日㈭、４日㈰、６日㈫、８日㈭、11日㈰、13日㈫、
午後
18日㈰、20日㈫、27日㈫、29日㈭
１時30分〜４時
※午前または午後のみ開所となる日程があります。
※接種当日の流れについて、市ホームページで動画を公開していますので、ご覧ください。
※総合体育館は７月15日までの開所予定でしたが、15日以降も引き続き開所いたします。それに伴い、
市民会館を特設会場とするワクチン接種は行わないことになりましたので、ご了承ください。
２

産業文化センター
（大字浜崎669-1）

問／厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（ワクチン全般の相談）

☎0120-761-770 （午前９時～午後９時 土・日曜日、祝日も実施）
問／朝霞市新型コロナウイルスワクチン接種推進室
市ホームページ
☎451-5588（平日 午前８時30分～午後５時15分）
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問…問い合わせ

ワクチン接種の効果と副反応をご理解のうえ、接種を検討してください
過去に予防接種で体調が悪くなった方やアレルギー・基礎疾患をお持ちの方、接種に不安のある
方は、事前にかかりつけ医にご相談のうえ、医療機関での接種をご検討ください。なお、妊婦の方
への接種は努力義務の対象から除かれていますので、接種を受けるかお悩みの方は、かかりつけ医
にご相談ください。
ワクチンの発症予防効果
現在、日本ではファイザー社と武田 / モデルナ社のワクチンが使用されています。いずれのワク
チンも海外で大規模な臨床試験が実施され、発症予防効果は、ファイザー社のワクチンが約95％、
武田 / モデルナ社のワクチンが約94％と、高い効果が確認されています。
接種を受ける際の同意
ワクチンの接種は、受ける方の同意なく行われることはありません。職場や周りの方などに接種
を強要したり、行動制限を求めるものでもなく、受けていない人に差別的な扱いをしないようお願
いします。予防接種を受ける方には、予防接種による発症予防および重症化予防に期待される効果
と副反応のリスクの双方を理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただきます。
接種後の副反応
痛みや腫れなどの軽い副反応は頻繁に現れますが、通常、数日以内に治ります。必要に応じて解
熱鎮痛剤を服用するなどして、しばらく様子をみてください。なお、ごくわずかですが、重い症状
により日常生活に影響を及ぼすおそれがあります。
出典：埼玉県「新型コロナワクチンの接種を受けた方へ」

接種後、数日以内に現れる可能性がある症状
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

深刻な症状が出たら

埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口

☎０５７０－０３３－２２６
24時間対応 土・日曜日、祝日も対応
専門的な知識を有する看護師等が
相談に応じます。
埼玉県ホームページ

出典：厚生労働省「新型コロナワクチン接種のお知らせ（65歳以上の方へ）
」

※接種後、体に異常を感じたときは、ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医もしくは県専門相
談窓口へ相談してください。
健康被害救済制度

接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、
予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられる可能性があります。新型コロ
ナワクチンの接種についても、予防接種と健康被害の因果関係が認定された場合には、救済制度を
受けることができます。
※詳しくは、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のホームページをご覧ください。
新型コロナワクチンの接種に関する有効性・安全性の評価などの情報については、
厚生労働省のホームページ「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」をご
覧ください。
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