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問い合わせ　新型コロナウイルス感染症特別対策室　☎ 24-1111
佐世保市ワクチン接種コールセンター　☎0570-022-558（3月中旬開設予定）

新型コロナウイルスのワクチン接種

　新型コロナウイルスの感染確認が全国で相次ぐ中、国では安全で有効なワクチン
を 1日でも早く接種できるように準備を進めています。ワクチンが承認され、供給
ができるようになった場合、医療従事者等や高齢者、基礎疾患のある人などから順
番に接種が行われる予定です。本市でも国や県などと連携し、万全な接種体制を確
保できるように準備を進めていますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

個人の発症や重症化を防ぎ、
医療機関の負担軽減にもつながる「ワクチン」
　

　「ワクチン」は感染症に対する免疫をつけるこ
とで個人の発症・重症化を防ぎ、社会全体での感
染症の流行を防ぐことが期待されています。すで
に海外では新型コロナウイルスのワクチン接種が
行われており、発熱やせきなどの症状や重症化を
防ぐことが確認されています。国ではできるだけ
早くワクチンを皆さんにお届けできるように取り
組んでおり、ワクチンが実際に使われるようにな
れば医療機関の負担軽減にもつながると言われて
います。　

安全性の確保を最優先に
　「ワクチン」には、発症や重症化を予防する効
果と副反応があります。そのため、国はワクチン
の承認に当たり有効性だけでなく、どのような副
反応が起こり得るかなど安全性についても海外だ
けでなく国内のデータも用いて確認しています。
日本に供給が計画されている海外の新型コロナワ
クチンでは、接種部位の痛みや頭痛、倦

けんたい
怠感、筋

肉痛などが報告されています。国では承認後もワ
クチンの安全性を継続して確認し、安全性に関す
る情報を提供していきます。

新型コロナ感染症関連トピックス

ワクチン接種をかたる不審電話にご注意ください！
　新型コロナウイルスのワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個
人情報をだましとろうとする電話に関する相談が消費者庁に寄せられて
います。国や自治体がワクチン接種のために金銭や個人情報を電話で求
めることはありませんので、不審な電話にはご注意ください。

「接種券（クーポン券）」を段階的に送付します
　安全で有効なワクチンが承認され、供給できる
ようになりましたら、「接種券（クーポン券）」を
個人宛てに送付します。接種券は対象者ごとに時
期を分けて送付する予定です。
接種券（クーポン券）の送付時期（予定）
3 月中旬～下旬
◦高齢者（昭和32年4月1日以前に生まれた人）
5月中旬以降
◦高齢者以外で基礎疾患のある人、高齢者施設等
に従事している人
◦上記以外の人
※ワクチンの承認・供給時期によって送付時期を
変更する場合があります。
接種回数　　2 回（予定）
手 続 き　　①本市から「接種券」を送付します

②同封するワクチン接種までの流
れを記載した「新型コロナワクチ
ン接種のお知らせ」を確認し、予
約してください
③予約後「接種券」と運転免許証や
健康保険証などの「本人確認書
類」を持参して、接種が受けられ
る場所にお越しください（「予診
票」が同封されている場合は氏名
等を記入の上、持参してください）

接種料金　　無料（国が全額負担します）
※接種が受けられる日程や場所、予約方法などは、
決定次第市HPなどでお知らせします。

窓口の混雑解消にご協力をお願いします

　3 月、4 月は卒業や進学、就職、転勤などのシーズンで、転入や転出などの手続きのため毎年多く
の人が市役所の窓口を訪れます。本市では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来庁される皆
さんが 3 密にならないように、窓口の混雑状況をお知らせする「混雑ランプ」の導入や休日窓口、イン
ターネットを使った手続きなどに取り組んでいますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　本市では、下記の各窓口の混雑状況を「空き（青色）」
「やや混み（黄色）」「混み（赤色）」の 3 段階で色分けし、
受け付けまでの待ち時間（目安）を市ホームページでお
知らせする「混雑ランプ」を導入しています。窓口にお
越しになる前に混雑状況をご確認ください。
実施窓口
◦戸籍住民窓口課（証明窓口、マイナンバー・電子証明、

印鑑登録・住所の異動、戸籍届出、パスポート）
◦各支所
◦子ども発達センター（わいわい広場）

※混雑状況から予想される目安であり、実際の待ち時
間と異なる場合があります。

※申請や届け出内容によって通常より時間がかかる場
合があります。

問デジタル・ガバメント準備室　☎ 24-1111
問情報政策課　☎ 24-1111

来庁前に「混雑ランプ」をご確認ください

休日窓口をご利用ください
下記日程で市役所本庁舎と中央保健福祉センターで休
日窓口を行いますので、ご利用ください。
日程　3 月 28 日（日）、4 月 4 日（日）※ 9 時～ 17 時。

※他の関係機関への問い合わせが必要な手続きは、後
日改めて来庁していただく場合があります。

問戸籍住民窓口課　☎ 24-1111

子育て関連の手続きは「ぴったりサービス」で！

　児童手当の手続き（認定請求など）や、幼稚園・認定
こども園の利用手続きがオンラインで行えます。お持
ちのマイナンバーカードを利用して、窓口にお越しい
ただくことなく簡単に手続きできますので、どうぞご
利用ください。
必要なもの
◦マイナンバーカード（電子証明書）
◦インターネットに接続するパソコンと IC カード

リーダー（ICカードリーダー内蔵のスマートフォン）
※詳しくは市ホームページをご覧になるか、お尋ねく

ださい。

問子ども支援課　☎ 24-1111

窓口 取り扱い業務

戸籍住民窓口課
（本庁舎 1 階）

転入・転出に伴う住民異動・戸籍
届出、証明書交付、印鑑登録等
※マイナンバーカード Web 申請

サポート、パスポート、広域
交付住民票の取り扱いは不可。

廃棄物減量推進課
（本庁舎 1 階）

転入者への家庭系ごみの出し方
の説明

学校教育課
（本庁舎 11 階）

新小学１年生・新中学 1 年生の
就学通知書の交付、指定外通学
の相談

子ども支援課
  （中央保健福祉
  センター 4階）

児童手当、児童扶養手当、福祉
医療手続き、保育所等入所相談
※当該窓口は 3 月 28 日（日）だけ。

「ぴったりサービス」は右の画像
からご覧になれます
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「混雑ランプ」は右の画像からご覧になれます



後期高齢者医療保険料の
減免申請は 3月 31日（水）まで

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後期高
齢者医療保険の被保険者を対象とする保険税（料）を
減免する制度があります。まだ手続きが済んでいな
い人は、期限までに申請してください。
対象となる保険料

昨年 2 月 1 日～本年 3 月 31 日に普通徴収の納期
限となっている後期高齢者医療保険料
※特別徴収の場合は、昨年 2 月～本年 2 月に年金

から特別徴収される後期高齢者医療保険料。
申請期限　　3 月 31 日（水）まで
※減免は保険税（料）ごとに手続きが必要です。
※詳しくは市ホームページをご覧になるか、お尋ね

ください。
問保険料課　☎ 24-1111

マスクは家庭で適切に捨てましょう

　最近、新型コロナウイルス感染症対策として着用
された使用済みのマスクのポイ捨てが目立ってきて
います。使用済みのマスクにはウイルスや細菌、微
生物が付着しており、ポイ捨てをされると環境に悪
影響を与え、清掃活動を行う人や回収・処理を行う
人などが感染してしまう恐れがあり、危険です。感
染症拡大防止のため、マスクは絶対にポイ捨てをせ
ず、家庭で適切に捨ててください。
マスクの捨て方

①マスク本体に触らず、耳かけのひもを持って外
し、そのままビニール袋などに入れて密封する

②①を指定ごみ袋の中に入れて捨てる
※ごみ袋の口はきちんと縛り、中身がこぼれ落ち

ることがないようにしてください。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

問廃棄物減量推進課　☎ 32-2428

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、多
くの物資などを支援していただき、厚くお礼を申し
上げます。また、1 月 20 日（水）からは、感染症医
療に従事されている関係者の方々を佐世保の食で応
援するため、食事の提供資金を募る寄付金箱を市役
所などに設置しており、皆さまから寄付をいただい
ています。ご支援や寄付にご協力をいただいた皆さ
まに感謝の意を込め、公表に承諾された方のお名前
などを紹介します。

新型コロナウイルス感染症に関する物資の支援
◦佐世保ロータリークラブ（防寒具、ヒーター）
◦佐世保中央ロータリークラブ（サーマルカメラ一

式）
◦佐世保シニアオープンゴルフ実行委員会（66 万

2200 円）
◦上柿元  勝（菓子）
※ 2 月 1 日時点。敬称略。

医療従事者支援事業への寄付
田口  真美、井手  八重子、中川  勝憲、有薗  セツ、
吉田  和博、本多  弘美、松山町自治会、山口  葊光、
末吉  晴彦、狹間  一喜、澤田  勇次、山口  年子
※ 1 月 27 日時点。敬称略。
※寄付金箱の設置場所など、詳しくは本紙裏表紙を

ご覧ください。

問新型コロナウイルス感染症特別対策室（物資の支援
に関すること）　☎ 24-1111
問コミュニティ・協働推進課（医療従事者支援事業の

寄付金に関すること）　☎ 24-1111

皆さまから多くのご支援や
寄付をいただきました

笑顔で弁当を受け取る医療従事者の皆さん
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新型コロナウイルス感染症対策の「徹底」と「継続」にご協力を！

　市内で複数の大規模クラスター（集団感染）が発生する中、12月以降は感染経路が特定でき
ない事例や家庭内での感染事例も増加しています。感染拡大を止めるには、一人一人が基本的
な感染症対策の「徹底」と「継続」した取り組みが最も大切です。コロナ禍で自粛に慣れ、行動が
緩みがちな今こそ基本に立ち返って感染症を予防し、この困難を一緒に乗り越えましょう。

問い合わせ　新型コロナウイルス感染症特別対策室　☎ 24-1111

いま一度振り返ろう！基本的な感染症対策

身体的距離の確保

　普段の生活の中で３密（密閉・密集・密接）になっていませんか。「飲酒
を伴う会食」や「狭い空間での共同生活」などの場面では、感染リスクが
高まります。特に高齢者や基礎疾患のある人などは重症化しやすいため、
注意しましょう。

◦他の人と十分な距離を取る
◦窓やドアを開け、こまめに換気する
◦屋外でも密集する場所での運動は避ける
◦大人数での会食は避ける

POINT

　正しくマスクを着用していますか。多くの人と近い距離で一定時間以
上接触する環境は、感染リスクが高まります。感染しやすい環境に行く
ことを避け、せきエチケットを徹底しましょう。

◦正しくマスクを着用する
◦とっさの場合は、ティッシュやハンカチ、袖、肘の内側などで口や
鼻を抑える
◦隙間がないように鼻と口を確実に覆う
※「正しいマスクの付け方」は右の画像からご覧ください。

マスクの着用
POINT

手洗い

　せっけんでの手洗いやアルコール消毒をこまめにしていますか。普段私
たちはさまざまなものに触れるため、手にウイルスが付着している場合が
あります。帰宅時や調理の前後、食事前などはこまめに手を洗いましょう。

◦せっけんなどを使い、しっかり手を洗う
◦①公共の場所から帰った時②せきやくしゃみ、鼻をかんだ時③ご飯
を食べる前と後④病気の人のケアをした時⑤外にある物に触った時
などには手を洗う
※「正しい手洗いの方法」は右の画像からご覧ください。

POINT
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特に気を付けたい家庭内での感染症予防
◦外から帰った際には、すぐに着替えるなどして、家庭内にウイルスを持ち込まないようにする
◦室内の適切な換気と適度な保湿を行う
◦洗面所などのタオルは共有しないようにし、個人の物を準備する
◦ドアノブや手すりなどの手で触れやすい箇所は、こまめに消毒する


