3

第1225号

令和3
（2021）
年7月1日
65歳以上
（昭和32年4月1日以前生まれ）
の人
対象者数 2万7747人 接種率
（1回目）58.11％ ※6月24日現在

新型コロナウイルス 関 連 情 報

64歳以下の人へワクチン接種券を発送

基礎疾患がある人 7月5日
（月）
その他の人は、ワクチンの納入量が確定次第、7月
12日以降に予約可能日を随時決定します。詳しくは市
ホームページ｢新型コロナウイルスワクチン接種を希
望する人へ｣をご覧いただくか、問い合わせ用ダイヤ
ルへお問い合わせください。

接種の予約申込みをする場合は、こちらにご連絡ください。
電話番号 0120-080-955
受付時間 平日の午前8時45分～午後5時
（年末年始を除く）

基礎疾患がある人の接種について

できるだけ、かかりつけ診療所で接種してください。診療所で接
種できない場合は、ワクチン接種予約申込専用ダイヤルで予約をし
てください。
基礎疾患の種類
①12～64歳で、次の病気や状態で通院、または入院している人
◆慢性の呼吸器の病気◆慢性の心臓病◆慢性の腎臓病◆慢性の肝臓
病
（肝硬変など）
◆インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、または他
の病気を併発している糖尿病◆血液の病気
（鉄欠乏症貧血を除く）
◆
免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍
を含む）◆ステロイドなどの免疫機能を低下させる治療を受けてい
る◆免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患◆神経疾患や神経筋疾
患が原因で身体の機能が衰えた状態
（呼吸障がいなど）◆染色体異常
◆重症心身障がい（重度の肢体不自由と重度の知的障がいが重複し
た状態）
◆睡眠時無呼吸症候群◆重い精神疾患（精神疾患の治療のた
め入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または
自立支援医療（精神通院医療）で｢重度かつ継続｣に該当する場合）や
知的障がい（療育手帳を保持している場合）
②BMIが30以上の人 BMI＝体重
（kg）
÷身長
（m）÷身長（m）

市内の高齢者施設などに従事している人には、施設を通じて
接種の案内をします。市外の施設に従事している人も対象です
ので、接種予約申込専用ダイヤルにご連絡ください。
優先接種の予約受付日 7月3日
（土）
・4日
（日）

国が設置している自衛隊東京大規模接種センターでの
ワクチン接種（モデルナ社製を使用）について

大規模接種センターでの接種を希望する人は接種券が必要です。
お手元に届いていない場合は、問い合わせ用ダイヤルへお問い合わ
せください※すでに1回目の接種を受けた人や市内の会場で接種を
予定している人は予約しないでください
と こ ろ 大手町合同庁舎3号館（東京都千代田区大手
町1-3-3）
予約方法 防衛省･自衛隊のホームページから、また
防衛省･自衛隊
は右のQRコードから予約できます
ホームページ
担 健康づくり課 92-1117
▪

場 伊勢原シティ
覚アンケートをお持ちください▪
費 無料
プラザ
（お誕生日前健康診査を除く）▪

休日夜間急患診療（1次救急）
伊勢原2丁目7-31

伊勢原シティプラザ内

診療所名

区

分

休日

休日夜間急患診療所 （日曜日･祝日）

93-5019
内科･小児科･外科

休日歯科診療所
95-3121

象

日程･受付時間

令和 3年 2月16日～28日生 7/ 6（火） 12：30〜
4カ月児
13：30
 健康診査 令和 3年 3月 1日～15日生 7/13（火）

診療受付時間

令和 2年11月 1日～15日生 7/ 9（金）
7カ月児
 健康相談 令和 2年11月16日～30日生 7/16（金）

9：00〜11：30
14：00〜16：30

お誕生日前 満10カ月～誕生日前日に、指定した医療機
 健康診査 関で受診。受診票は医療機関にあります。

9：15〜
10：15

夜間
19：30〜22：45
（休日を含む毎日）

1歳6カ月児 令和元年12月16日～31日生 7/ 9（金）
 健康診査 令和 2年 1月 1日～15日生 7/16（金）

休日
（日曜日･祝日）

2歳児歯科 令和元年 7月 1日～15日生 7/ 8（木） 12：30〜
13：30
 健康診査 令和元年 7月16日～31日生 7/15（木）

9：00〜11：30
13：00〜16：30

※眼科･耳鼻咽喉科（9：00～16：30）と2次救急の当番医は、
消防署（ 95-2119）へお問い合わせください

かながわ小児救急ダイヤル

045-722-8000 18：00〜翌日8：00
（年中無休）

｢かかりつけ医｣｢かかりつけ歯科医｣
｢かかりつけ薬局｣を持ちましょう

※休日夜間急患診療所、休日歯科診療所受診後は、
必ずかかりつけ医を受診してください

担 子育て支援課 94-4637
▪

ごっくん離乳食教室

4～6カ月児の楽しい離乳食の進め方を学ぶ。
時 7月26日
親のみ試食あり▪
（月）午後1時15分～2
場 市役所分室▪
定 15人
時45分
（受付は午後1時～）▪
（申込順）

乳幼児健康診査･相談

7/6～16実施分

母子健康手帳と健康診査票、バスタオルのほ
か、1歳6カ月児健康診査と2歳児歯科健康診査
は歯ブラシ、3歳児健康診査は歯ブラシと視聴

市ホームページ

高齢者施設などの従事者の優先接種について

しゅよう

対

※6月24日現在

予約開始日

ワクチン接種予約申込専用ダイヤル

目

患者数（累計）
 488人

＊令和4年4月1日時点の年齢
接種券発送スケジュール
40～64歳＊（約3万5000人） 6月23日
（水）
に発送済み
＊
（水）
に発送済み
16～39歳 （約2万6000人） 6月30日
◇12～15歳（約3000人）
への発送日は未定です

6月中に16～64歳の人にワクチン接種券を発送しました。お手
元に届かない場合は、ワクチン接種に関する問い合わせ用ダイヤル
（ 0570-090-655、午前8時45分〜午後5時）
にご連絡ください※届く
までに一週間前後かかる見込みです

項

市内の患者発生状況

平成30年 6月 1日～15日生 7/ 7（水）
3歳児
 健康診査 平成30年 6月16日～30日生 7/14（水）

乳がん・子宮がん施設検診
医療機関一覧表の誤りについて
乳がん･子宮がんのクーポン券を発送した
人と、今年度の施設検診を申し込んだ人、過去
2年間に受診歴がある人に対し、6月に送付し
た施設検診が可能な医療機関一覧表に誤りが
ありました。誤りは次の内容です。ご迷惑を
おかけし、大変申し訳ありませんでした※6
月16日以降に送付した一覧表は訂正済みです
JA神奈川県厚生連保健福祉センター
検診日･検診時間･受診方法
伊勢原協同病院
予約受付時間
◇詳しくは市役所分室1階の担当か市ホーム
ページ｢健康･福祉｣→｢がん検診｣でご確認く
ださい
担 健康づくり課 94-4616
▪

低所得の子育て世帯に
生活支援特別給付金を
支給します
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
いる低所得の子育て世帯
（ひとり親世帯を除
く）を支援するため、児童１人当たり５万円を
支給します。
申請方法など詳しくは、担当か市ホーム
ページ｢新型コロナウイルス感染症に伴うさ
まざまなお知らせ｣でご確認ください。
対
象 市内在住で、次のいずれかに該当
する人
①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶
養手当の受給者で、３年度の市･県民税
（均等
割）
が非課税の人
②令和３年３月31日時点で18歳未満の児童
（障
がい児の場合は20歳未満。令和３年４月～４年２
月末までに生まれた新生児も対象）の養育者
で、次のいずれかに該当する人
◇令和３年度の市･県民税
（均等割）が非課税
の人
◇新型コロナウイルス感染症の影響で令和３
年１月１日以降の収入が減少し、市･県民税
（均
等割）
が非課税相当の収入になった人
※受給者
（養育者）の３年度市･県民税が未申
告の場合は、申告後に申請できます
申請期間 ７月12日
（月）
～令和４年２月28日
（月）
※①の人は申請の必要はありません。給付金
は７月５日
（月）
に支給予定です
担 子育て支援課 94-４６３３
▪

