
医療機関

しらかわ内科

貴クリニック
（☆）とうま内科
☎946-3799

ハートライフクリニック

あいわクリニック

月 火 水 木 金 土 日 備　考

・上記の日程は、初回接種（12歳以上）と追加接種の日程です。現在、集団接種の予定
はありません。個別接種をご利用ください。
・予約は、webまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話することは
控えてください。ただし、(☆)の医療機関は直接医療機関にお問い合わせください。
・12～15歳の接種は保護者の同伴が必須、16～18歳の接種は可能な限り保護者同
伴をお願いします（医療機関によっては必須）。
なお接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。

・12～15歳の予約・接種

・小学生以下の予約・接種
　は受付しておりません。

は受付していません。

・12～15歳は月･水のみ可能
・16～18歳も保護者同伴

※モデルナ社ワクチンを使
用しています。

※1・2回目接種の方は予
約できません。

webなら
24時間
予約可能

ＳＡＫＵ整形クリニック

個別接種（Ｆ：ファイザー、Ｍ：モデルナ）

城間医院

ＭＭ ＭＭ Ｍ

ＭＭ

Ｆ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

16～18歳の方も保護者同伴

医療機関へ直接ご連絡してください。

ＦＦ

ＦＦＦＦ

ＦＦＦＦＦ

ＦＦＦ

ＦＦ

Ｆ

Ｍ Ｍ

いちょう内科あしとみ

しんざと内科
アドベンチスト
メディカルセンター

玄米クリニック

小児（5～11歳）の
ワクチン接種について

【予約方法】

web予約
https://jump.mrso.jp/473294
電話予約

下記の医療機関で接種を行っています

◎1回目接種日が12歳の方は、右記の個
別接種をご利用ください。ただし、11
歳で1回目接種をされた方は、1回目と
同じ医療機関で、小児用ワクチンの接
種となります。
◎小児（5～ 11歳）の新型コロナワクチン
接種については西原町
ＨＰにてお知らせしてい
ます。右記のＱＲコード
からご覧できます。

医療機関

◆あいわクリニック

◆太田小児科医院

対象者

◆ハートライフ
　クリニック

小学4年生以上が
対象

5歳以上

玄米クリニック

※下記の内容は7月22日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手元に広報紙が
届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報はＱＡＢデータ放送や西原町ホームページでご確認
ください。

　予防接種では健康被害（病気になったり、障害が残ったりすること）が起こる
ことがあります。新型コロナワクチンの予防接種の場合でも予防接種法に基づく
（医療費・障害年金等）が受けられます。
　申請に必要な手続きなどについては、新型コロナワクチン担当までご相談くだ
さい。

予防接種健康
被害救済制度
について

副反応について
ファイザー社、武田/モデルナ社ワクチンについて、ごく稀であるものの、ワクチン接種後にギラン・バレー症候群
が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してく
ださい。（接種券と同封している説明書は、改定前となっているため、広報にてお知らせします。）

お問い合わせ先　 098-911-9174
[受付時間　9：00～12：00、13：00～17：00(土日祝除く)]

※混雑時には電話がつながりにくい
ことがあります。しばらく時間を
おいてお試しください。

終了間近です！

　世帯の主たる生計維持者の収入が下がった世帯に対し、保険
税が減免される場合があります。申請期限がありますので御注
意ください。

●対象となる世帯
　減免事由
　１．令和4年4月以降に主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
　　※新型コロナウイルス感染症の病状が重く、回復までに長期間要すると認められる場合
２．主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等（事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入）の額が前年の当該収
入金額から10分の3以上の減少が見込まれる世帯

　　※会社都合等の理由により失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方について、非自発的失業による国民健康保険
税軽減が適用となる場合は、本減免の対象となりません。

●対象となる保険税　　令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税

　申請方法や減免割合など詳細については、ホームページでご確認、または下記までお問い合わせください。

アプリをインストールする際は注意！！
●企業等が開発した接種証明のアプリもありますので、インストールする際はご注意ください。
　右記のアイコンが、国の接種証明書アプリです。

発行前に要確認！！
●コンビニ発行にて、接種日や製造番号等の間違いがあった場合の返金は行っていませんので、発行前に画面にて必ずご確認くださ
い。間違いがあった場合は、発行せずに西原町コロナワクチン担当までご連絡ください。

●コンビニで海外用の接種証明書を取得する場合、令和4年7月21日以降に、西原町役場窓口かアプリで海外用の接種証明書を取得して
いる必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免について新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免について

ノババックスの接種について
8月、9月に月1回、ノババックスの接種を下記の日程で行います。

ノババックスの接種について
8月、9月に月1回、ノババックスの接種を下記の日程で行います。

【お問い合わせ】　健康保険課　賦課徴収係　☎098-911-9163

場　所
日　程
対象者

城間医院
８月23日（火）
1～3回目接種の18歳以上の方

9月の日程につきましては、決まり次第、HPや広報でお知らせし
ます。
※左記の日程で都合が合わない方は、他市町村での接種をご案内
できる場合もあります。詳しくは、西原町HPまたは西原町新型
コロナワクチン担当にご確認ください。

　これまで紙の接種証明書は、役場の窓口にて申請が必要でしたが、アプリからの印刷およびコンビニ発行ができるよう
になります。詳しい内容については、西原町ＨＰでご確認ください。

新型コロナワクチン
接種証明書アプリ
デジタル庁

申請期限は、
令和5年3月15日(※納期限が令和5年
3月31日となる保険税については令
和5年3月31日まで)です。

・マイナンバーカード
・券面入力補助用の暗証番号（※1）
・パスポート（海外渡航の予定がある方）
・接種証明書アプリ

必要なもの

※1マイナンバーカードの「券面入力補助用の暗証番号」とは、利用者自身がマイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した4桁の数字のことです。

アプリ コンビニ

開始時期
利用可能時間

場　所

・マイナンバーカード
・券面入力補助用の暗証番号（※1）
・手数料　120円
（※印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。）

現在、利用可能
24時間

8月中旬予定
6：30～23：00
県内では、セブン・イレブン
（今後順次、対象事業者を拡大する可能性があります。）

お 見 積 り 無 料 ! !

台所・浴室・トイレ
水廻りのリフォーム

《西原町給水工事指定店》

水道管取替え工事

お気軽に
お電話下さい。

広報にしはら No.606 R4.8.13 「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

医療機関

しらかわ内科

貴クリニック
（☆）とうま内科
☎946-3799

ハートライフクリニック

あいわクリニック

月 火 水 木 金 土 日 備　考

・上記の日程は、初回接種（12歳以上）と追加接種の日程です。現在、集団接種の予定
はありません。個別接種をご利用ください。
・予約は、webまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話することは
控えてください。ただし、(☆)の医療機関は直接医療機関にお問い合わせください。
・12～15歳の接種は保護者の同伴が必須、16～18歳の接種は可能な限り保護者同
伴をお願いします（医療機関によっては必須）。
なお接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。

・12～15歳の予約・接種

・小学生以下の予約・接種
　は受付しておりません。

は受付していません。

・12～15歳は月･水のみ可能
・16～18歳も保護者同伴

※モデルナ社ワクチンを使
用しています。

※1・2回目接種の方は予
約できません。

webなら
24時間
予約可能

ＳＡＫＵ整形クリニック

個別接種（Ｆ：ファイザー、Ｍ：モデルナ）

城間医院

ＭＭ ＭＭ Ｍ

ＭＭ

Ｆ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

16～18歳の方も保護者同伴

医療機関へ直接ご連絡してください。

ＦＦ

ＦＦＦＦ

ＦＦＦＦＦ

ＦＦＦ

ＦＦ

Ｆ

Ｍ Ｍ

いちょう内科あしとみ

しんざと内科
アドベンチスト
メディカルセンター

玄米クリニック

小児（5～11歳）の
ワクチン接種について

【予約方法】

web予約
https://jump.mrso.jp/473294
電話予約

下記の医療機関で接種を行っています

◎1回目接種日が12歳の方は、右記の個
別接種をご利用ください。ただし、11
歳で1回目接種をされた方は、1回目と
同じ医療機関で、小児用ワクチンの接
種となります。
◎小児（5～ 11歳）の新型コロナワクチン
接種については西原町
ＨＰにてお知らせしてい
ます。右記のＱＲコード
からご覧できます。

医療機関

◆あいわクリニック

◆太田小児科医院

対象者

◆ハートライフ
　クリニック

小学4年生以上が
対象

5歳以上

玄米クリニック

※下記の内容は7月22日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手元に広報紙が
届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報はＱＡＢデータ放送や西原町ホームページでご確認
ください。

　予防接種では健康被害（病気になったり、障害が残ったりすること）が起こる
ことがあります。新型コロナワクチンの予防接種の場合でも予防接種法に基づく
（医療費・障害年金等）が受けられます。
　申請に必要な手続きなどについては、新型コロナワクチン担当までご相談くだ
さい。

予防接種健康
被害救済制度
について

副反応について
ファイザー社、武田/モデルナ社ワクチンについて、ごく稀であるものの、ワクチン接種後にギラン・バレー症候群
が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してく
ださい。（接種券と同封している説明書は、改定前となっているため、広報にてお知らせします。）

お問い合わせ先　 098-911-9174
[受付時間　9：00～12：00、13：00～17：00(土日祝除く)]

※混雑時には電話がつながりにくい
ことがあります。しばらく時間を
おいてお試しください。

終了間近です！

　世帯の主たる生計維持者の収入が下がった世帯に対し、保険
税が減免される場合があります。申請期限がありますので御注
意ください。

●対象となる世帯
　減免事由
　１．令和4年4月以降に主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病（※）を負った世帯
　　※新型コロナウイルス感染症の病状が重く、回復までに長期間要すると認められる場合
２．主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等（事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入）の額が前年の当該収
入金額から10分の3以上の減少が見込まれる世帯

　　※なお、会社都合等の理由により失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方について、非自発的失業による国民健
康保険税軽減が適用となる場合は、本減免の対象となりません。

●対象となる保険税　　令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税

　申請方法や減免割合など詳細については、ホームページでご確認、または下記までお問い合わせください。

アプリをインストールする際は注意！！
●企業等が開発した接種証明のアプリもありますので、インストールする際はご注意ください。
　右記のアイコンが、国の接種証明書アプリです。

発行前に要確認！！
●コンビニ発行にて、接種日や製造番号等の間違いがあった場合の返金は行っていませんので、発行前に画面にて必ずご確認くださ
い。間違いがあった場合は、発行せずに西原町コロナワクチン担当までご連絡ください。

●コンビニで海外用の接種証明書を取得する場合、令和4年7月21日以降に、西原町役場窓口かアプリで海外用の接種証明書を取得して
いる必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免について新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免について

ノババックスの接種について
8月、9月に月1回、ノババックスの接種を下記の日程で行います。

ノババックスの接種について
8月、9月に月1回、ノババックスの接種を下記の日程で行います。

【お問い合わせ】　健康保険課　賦課徴収係　☎098-911-9163

場　所
日　程
対象者

城間医院
８月23日（火）
1～3回目接種の18歳以上の方

9月の日程につきましては、決まり次第、HPや広報でお知らせし
ます。
※左記の日程で都合が合わない方は、他市町村での接種をご案内
できる場合もあります。詳しくは、西原町HPまたは西原町新型
コロナワクチン担当にご確認ください。

　これまで紙の接種証明書は、役場の窓口にて申請が必要でしたが、アプリからの印刷およびコンビニ発行ができるよう
になります。詳しい内容については、西原町ＨＰでご確認ください。

新型コロナワクチン
接種証明書アプリ
デジタル庁

申請期限は、
令和5年3月31日(※納期限が令和5年
3月31日.となる保険税については令
和5年3月31日まで1日まで)です。

・マイナンバーカード
・券面入力補助用の暗証番号（※1）
・パスポート（海外渡航の予定がある方）
・接種証明書アプリ

必要なもの

※1マイナンバーカードの「券面入力補助用の暗証番号」とは、利用者自身がマイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した4桁の数字のことです。

アプリ コンビニ

開始時期
利用可能時間

場　所

・マイナンバーカード
・券面入力補助用の暗証番号（※1）
・手数料　120円
（※印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。）

現在、利用可能
24時間

8月中旬予定
6：30～23：00
県内では、セブン・イレブン
（今後順次、対象事業者を拡大する可能性があります。）

広報にしはら No.606 R4.8.1 2


