
接種日時点でさいたま市に住民登録がある方
※さいたま市では予約時の混乱を避けるため、接種順位、対象年齢等に基づき段階的
　にコロナワクチン接種を実施します。詳細については「５ 段階的な予約の受付に
　ついて」をご覧ください。

①　新型コロナウイルスとは
　　　「新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイ
　　ルスや、「重症急性呼吸器症候群（SARS）」や 2012 年以降発生している「中東呼吸器症候群（MERS）」ウイルスが含まれます。
　　　自分自身で増えることはできませんが、粘膜などの細胞に付着して入り込んで増えることができます。ウイルスは粘膜に入り込
　　むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。新型コロナウイルスでは、発
　　症の２日前から発症後７～ 10日間程度他の人に感染させる可能性があるとされています。特に、発症の直前・直後でウイルス排
　　出量が高くなるため、無症状病原体保有者（症状はないが検査が陽性だった者）からも、感染する可能性があります。
　　　新型コロナウイルスに感染した場合、最もよくある症状として発熱、空咳、倦怠感が見られ、関節や筋肉の痛み、喉の痛み、下
　　痢、結膜炎、頭痛、味覚または嗅覚の消失、皮膚の発疹、または手足の指の変色といった症状も時折みられるとされています。ま
　　た、呼吸が苦しい、息切れ、胸の痛みまたは圧迫感、言語障害または運動機能の喪失といった重篤な症状も報告されています。

②　新型コロナウイルス感染症の予防
　　　風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。また、新型コロ
　　ナウイルス感染症における一般的な状況での感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染ですが、閉鎖空間において近距離で多くの人
　　と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。また、
　　無症状の者からの感染の可能性も指摘されています。
　　　人と人との距離をとる、外出時はマスクを着用する、家の中でも咳エチケットを心がける、換気を十分にする、十分な睡眠など
　　で自己の健康管理をしっかりすることで、自己のみならず、他人に感染させないように徹底することが重要です。

　送付した封筒に以下のとおり各種関係書類を同封しておりますので、内容物の確認をお願いします。内容物に不足がありましたら速
やかにさいたま市コロナワクチンコールセンターへご連絡ください（問合せの電話番号等は封筒に記載しております）。書類の再送付は
いたしませんので紛失されませんよう大切に保管し、使用してください。

ワクチン等に関する不審な電話などがあった際は、個人情報を伝えず、最寄りの警察署又は警察相談専用
電話（TEL＃9110）へ。
※市職員などが手数料の振り込みやATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

送　付　物

新型コロナウイルスワクチン接種クーポン券
※シールは接種後に使用しますので、剥がさず
　そのまま会場に持参してください。
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新型コロナワクチン予防接種についての説明書（ファイザー社製用）

新型コロナワクチン予防接種についての説明書（モデルナ社製用）

さいたま市新型コロナウイルスワクチン接種のご案内
　さいたま市では、下記のとおり、新型コロナウイルスワクチン（以下、「コロナワクチン」という）接種を
実施します。このご案内をよくご覧になり、内容を十分ご理解の上、コロナワクチン接種を受けてください。

１　実施方法

　コロナワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果
として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図る目的のために行う予防接種です。日本政府が予防接種
法の臨時接種に関する特例を設け、厚生労働大臣の指示のもと、市町村において実施される予防接種となります。

次ページもご覧ください☞

さいたま市内実施医療機関または集団接種会場
※さいたま市ホームページに実施医療機関・実施会場情報を掲載しますのでご参照く
　ださい。（⑤参照）
※国、県が設ける大規模会場や職域接種については、厚生労働省等から示される情報
　に基づき、さいたま市ホームページに掲載しますのでご参照ください。（⑤参照）
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概　要

令和３年６月10日時点

①実 施 場 所

②対　象　者

同封の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」のとおり
※現時点において、接種で使用可能なワクチンはファイザー社、モデルナ社のものと
　なります。接種回数や間隔、接種を受ける際の注意点等、同封の説明書をご覧にな
　りコロナワクチン接種を受けてください。なお、接種を受ける時期や会場ごとに供
　給されているワクチンを接種することになりますので、接種時のコロナワクチンの
　種類を必ずご確認ください。また、２回目の接種は、１回目に接種したワクチンと
　同じ種類のワクチンを接種する必要がありますのでご注意ください。

③接種回数等

無料④費　　　用

さいたま市ホームページ≪新型コロナウイルスワクチン接種のご案内≫
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/008/p078570.html

⑤ホームページ

≪お問い合わせ先≫

さ い た ま 市 コ ロ ナ ワ ク チ ン コ ー ル セ ン タ ー
午前９時００分～午後５時００分（土・日曜日、祝日含む）

【電話番号　０５７０－０２８―０２７】
【ＦＡＸ番号　０５７０－０２０―８１０】

６ 接種を希望される方へ

７ その他

新型コロナウイルスに関連した詐欺にご注意ください
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【注意】医療機関への電話予約等はご遠慮ください。
【注意】予約開始日を必ずご確認ください。



２ 接種までの流れ

≪接種手順イメージ≫

◆接種までの流れ（さいたま市内実施医療機関または集団接種会場で接種を受ける場合）
コロナワクチン接種までは、以下のとおりの手順で行います。
①クーポン券が、さいたま市から個別に郵送配布されます。
②さいたま市では、段階的にコロナワクチン接種を進めていきますが、接種を希望される方は、ご自身の
　ワクチン接種の順番となりましたら、「Web」、または「電話」にて予約をしてください。ワクチン接種
　予約は一度に 1回目、２回目の予約が可能です。（一部接種会場はWeb予約のみの場合があります）
　※ワクチンの供給状況によっては、１回目、2回目を同時に予約できない場合があります。
③予約日になりましたら、予約した実施医療機関等に行き、接種を受けてください。肩をだしやすい服装
　でお越しください。
　※発熱等の体調不良により接種を受けられない場合があります。
④１回目の接種が完了した後、既定の接種間隔を空け、２回目の接種を受けてください。２回接種したら
　接種完了です。

◆本人確認書類…生年月日や住所の印字があり、本人確認できるもの。
　　　　　　　　運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険被保険者証など
◆クーポン券…本ご案内に同封しているクーポン券（封筒ごと持参ください）
　　　　　　　　※クーポン券の接種券はワクチン接種後に貼付するものとなりますので、事前に予診票
　　　　　　　　　に貼らないようにしてください。
◆予　診　票…本ご案内に同封している予診票（封筒ごと持参ください）
　　　　　　　　※住所、氏名、電話番号、生年月日、年齢、性別、質問事項を事前にご記入の上、お越
　　　　　　　　　しください。
◆おくすり手帳…定期的に服薬している方は、おくすり手帳をご持参ください。

①クーポン券
　受取
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３ 接種の際に持参する物

　さいたま市では予約時の混乱を避けるため、接種順位、対象年齢等に基づき段階的にコロナワクチ
ン接種を実施します。さいたま市で定めた対象者の接種予約開始時期等については、さいたま市ホー
ムページに掲載しますのでご参照ください。（１ページ目の 1.⑤参照）
　さいたま市内実施医療機関または集団接種会場で接種を受ける場合、さいたま市で定めた対象者の
接種予約開始時期より前に接種予約を行うことはできませんのでご注意ください。接種を希望される
方は、ご自身のワクチン接種の順番となりましたら、『新型コロナウイルスワクチン予防接種について
の説明書』をよくご覧になった上で、予約をしてください。

厚生労働省の示した基礎疾患を有する方へのワクチン接種に
ついては、市ホームページの専用ページでお知らせしています。

５ 段階的な予約の受付について

さいたま市に
住民登録があ
る方に郵送　

②接種予約
　（１回目、２回目の予約が可能です）

Ｗｅｂまたは電話予約

④２回目の
　接種
実施医療機関
または

集団接種会場

⑤接種完了
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③１回目の
　接種
実施医療機関
または

集団接種会場

≪５９歳以下で基礎疾患を有する方へ≫

（２回目の接種予約をされ
てない方は、改めて２回目
の接種予約をしてください）

※１「3. 基礎疾患を有する方等」については、基礎疾患を有する方、
　　 高齢者施設等の従事者、６０～６４歳の方が対象となります。
※２「４. それ以外の方」は１２～５９歳の方が対象となります。

≪コロナワクチン接種進行イメージ≫

⒈ 医療従事者

⒉ 高齢者

⒊ 基礎疾患を
　 有する方等

⒋ それ以外の方

令和３年６月
現時点での
接種進捗状況

令和４年２月28日
事業実施
期間末日

（事業実施期間は変更となる可能性があります。）

※２

※１

　さいたま市内実施医療機関または集団接種会場で接種を受ける場合、①PC、スマートフォンから
のWeb予約、②コールセンターでの電話予約かのどちらかの方法で予約してください（一部接種会
場はWeb予約のみの場合があります）。予約先については同封のクーポン券に記載しております。

また、予約方法の詳細については、さいたま市ホームページに掲載しますのでご参照ください。

（１ページ目の 1.⑤参照）

４ 予約方法について

※治療を受けているご病気をお持ちの方は、かかりつけ医に予防接種を受けてよいか、あらかじめご
　相談ください。かかりつけ医が接種実施医療機関である場合、かかりつけ医の判断で接種予約を受
　け付けることがあります。
※２回目の接種は、原則同じ医療機関での接種をお願いします。２回目の接種予約については、１回
　目の接種を受けた医療機関でご相談ください。

≪年齢区分別の予約開始日時≫
　予約開始日時

７月７日（水）10時

７月21日（水）10時

８月10日（火）10時

市ホームぺージなど
でお知らせします。

　　区　分

60～ 64歳の方

55～ 59歳の方

50～ 54歳の方

12～ 49歳の方
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※さいたま市では予約時の混乱を避けるため、接種順位、対象年齢等に基づき段階的
　にコロナワクチン接種を実施します。詳細については「５ 段階的な予約の受付に
　ついて」をご覧ください。

①　新型コロナウイルスとは
　　　「新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイ
　　ルスや、「重症急性呼吸器症候群（SARS）」や 2012 年以降発生している「中東呼吸器症候群（MERS）」ウイルスが含まれます。
　　　自分自身で増えることはできませんが、粘膜などの細胞に付着して入り込んで増えることができます。ウイルスは粘膜に入り込
　　むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。新型コロナウイルスでは、発
　　症の２日前から発症後７～ 10日間程度他の人に感染させる可能性があるとされています。特に、発症の直前・直後でウイルス排
　　出量が高くなるため、無症状病原体保有者（症状はないが検査が陽性だった者）からも、感染する可能性があります。
　　　新型コロナウイルスに感染した場合、最もよくある症状として発熱、空咳、倦怠感が見られ、関節や筋肉の痛み、喉の痛み、下
　　痢、結膜炎、頭痛、味覚または嗅覚の消失、皮膚の発疹、または手足の指の変色といった症状も時折みられるとされています。ま
　　た、呼吸が苦しい、息切れ、胸の痛みまたは圧迫感、言語障害または運動機能の喪失といった重篤な症状も報告されています。

②　新型コロナウイルス感染症の予防
　　　風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。また、新型コロ
　　ナウイルス感染症における一般的な状況での感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染ですが、閉鎖空間において近距離で多くの人
　　と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。また、
　　無症状の者からの感染の可能性も指摘されています。
　　　人と人との距離をとる、外出時はマスクを着用する、家の中でも咳エチケットを心がける、換気を十分にする、十分な睡眠など
　　で自己の健康管理をしっかりすることで、自己のみならず、他人に感染させないように徹底することが重要です。

　送付した封筒に以下のとおり各種関係書類を同封しておりますので、内容物の確認をお願いします。内容物に不足がありましたら速
やかにさいたま市コロナワクチンコールセンターへご連絡ください（問合せの電話番号等は封筒に記載しております）。書類の再送付は
いたしませんので紛失されませんよう大切に保管し、使用してください。

ワクチン等に関する不審な電話などがあった際は、個人情報を伝えず、最寄りの警察署又は警察相談専用
電話（TEL＃9110）へ。
※市職員などが手数料の振り込みやATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

送　付　物

新型コロナウイルスワクチン接種クーポン券
※シールは接種後に使用しますので、剥がさず
　そのまま会場に持参してください。

部　数

１部

１部

２部

１部

１部

さいたま市新型コロナウイルスワクチン接種のご案内（本書類）

新型コロナワクチン接種の予診票

新型コロナワクチン予防接種についての説明書（ファイザー社製用）

新型コロナワクチン予防接種についての説明書（モデルナ社製用）

さいたま市新型コロナウイルスワクチン接種のご案内
　さいたま市では、下記のとおり、新型コロナウイルスワクチン（以下、「コロナワクチン」という）接種を
実施します。このご案内をよくご覧になり、内容を十分ご理解の上、コロナワクチン接種を受けてください。

１　実施方法

　コロナワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果
として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図る目的のために行う予防接種です。日本政府が予防接種
法の臨時接種に関する特例を設け、厚生労働大臣の指示のもと、市町村において実施される予防接種となります。

次ページもご覧ください☞

さいたま市内実施医療機関または集団接種会場
※さいたま市ホームページに実施医療機関・実施会場情報を掲載しますのでご参照く
　ださい。（⑤参照）
※国、県が設ける大規模会場や職域接種については、厚生労働省等から示される情報
　に基づき、さいたま市ホームページに掲載しますのでご参照ください。（⑤参照）

R8248-03　さいたま市保健所　新型コロナウイルスワクチン対策室　新型コロナウイルスワクチン接種のご案内リーフレット　表面　IT.CC.20210611

概　要

令和３年６月10日時点

①実 施 場 所

②対　象　者

同封の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」のとおり
※現時点において、接種で使用可能なワクチンはファイザー社、モデルナ社のものと
　なります。接種回数や間隔、接種を受ける際の注意点等、同封の説明書をご覧にな
　りコロナワクチン接種を受けてください。なお、接種を受ける時期や会場ごとに供
　給されているワクチンを接種することになりますので、接種時のコロナワクチンの
　種類を必ずご確認ください。また、２回目の接種は、１回目に接種したワクチンと
　同じ種類のワクチンを接種する必要がありますのでご注意ください。

③接種回数等

無料④費　　　用

さいたま市ホームページ≪新型コロナウイルスワクチン接種のご案内≫
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/008/p078570.html

⑤ホームページ

≪お問い合わせ先≫

さ い た ま 市 コ ロ ナ ワ ク チ ン コ ー ル セ ン タ ー
午前９時００分～午後５時００分（土・日曜日、祝日含む）

【電話番号　０５７０－０２８―０２７】
【ＦＡＸ番号　０５７０－０２０―８１０】

６ 接種を希望される方へ

７ その他

新型コロナウイルスに関連した詐欺にご注意ください

- 1 -- 4 -

【注意】医療機関への電話予約等はご遠慮ください。
【注意】予約開始日を必ずご確認ください。


