接種後の副反応は？

「広報しばやま」は、新聞折
込みにて配布しております。
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染拡大から約 年が経過した
月 日、感染収束に向けた
新型コロナウイルスワクチンが日本
で初めて承認されました。芝山町で
は、ワクチンの供給が可能になった
際に迅速かつ円滑に接種ができるよ
う準備を進めていますので、現時点
での情報をお知らせします。

卯月

■問合せ
【 芝山町が実施するワクチン接
種の日程や予約に関すること】
芝山町新型コロナワクチン接
種コールセンター
コロナなくそう
☎ ５-６７９
（４月 日開設予定）
※平日午前 時～午後 時

No.560

9

◎もくじ

4

April.2021

9
-

【コロナワクチン全般に関すること】

ワクチン接種による発
症の予防効果は期待され
ていますが、どの程度予
防できるかはまだ分かっ
ていません。また、全員
がすぐに接種を受けられ
るわけではなく段階的に
接種が進められるため、
引き続き感染予防を継続
することが大切です。

厚生労働省新型コロナワクチ
ンコールセンター
☎0120 761770
※午前 時～午後 時（土日、
祝日含む）

接種後も感染予防は
必要？

感

これまでの接種で報告
されている主な副反応
は、接種箇所の痛みや頭
痛、疲労、筋肉や関節の
痛み、発熱などがありま
すが、このような症状の
ほとんどは接種後数日以
内に回復しています。

65

設などに従事している方
④①～③以外の方
※国が 定 め た ① ～ ④ の 順 番 に
沿って接種を行います。
■接種場所（予定）
【集団接種】
役場南庁舎、福祉センター
【個別接種】
髙根
 病院、原田医院、芝山み
どりの森クリニック
※原則
 として、住民票のある市
町村での接種となります。
■接種回数 ２回
■接種費用 無料

ワクチンには、体内に
ウイルスが侵入したとき
に「発症させない」「発
症しても重症化させな
い」よう免疫を作る効果
があります。

感 染 の 収束に向けて―

ワクチンにはどのよう
な効果があるの？

16

3

新型コロナウイルス
ワクチン接種

Q ＆A

■接種対象者
町内在住の 歳以上の方
■接種開始時期
ワクチンの供給量や供給時期
が未定のため、開始時期は確定
していません。
接種対象となる方には、接種
の時期が近付いたらお知らせや
接種券を送付いたします。
■接種の順番
①医療従事者など
②高齢
 者（令和 年度中に 歳
以上に達する方）
③基礎
 疾患のある方や高齢者施

ワクチン接種

2
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あたたかい支援に感謝

町内や近隣の企業・団体
などから、次のとおりご寄
贈をいただきました。

〈寄贈者のご紹介 〉

■東金法人会 様
（ 月 日）
令和 年度に芝山小学校
へ入学する新 年生（
名）にマスクのご寄贈をい
ただきました。
贈呈の際には「新しい学
校生活を迎えられる児童の
皆さんに、ぜひご活用いた
だければ」と話されていま
した。

15

■佐倉急送㈱ 様
（ 月 日）
アルコールハンドジェル
500㎖（300本）をい
ただきました。
いただいたハンドジェル
は、町内の小中学校、保育
所、学童クラブ、福祉施
設、介護施設において活用
させていただきます。
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月 日、約 カ月半に及んだ
緊急事態宣言が解除されまし
た。しかし、首都圏を中心とする感
染再拡大（リバウンド）や国内での変
異株のまん延など新たな懸念事項が
生じています。一人一人が感染防止対
策を振り返り、自分や身近な人を守
るための行動を再確認しましょう。

1

3

大 切 な 命を守るため―

5

かかりつけ医がなく、相談先
まる つの場面」を参考に新し
い生活様式を実践してください。 や受診先の医療機関が分からな
い場合などは、次の相談先に電
■飲食時の注意
話でご相談ください。
飲食店を利用する際は、換気
【千葉県発熱相談コールセンター】
が良く座席間の距離も十分で、
☎0570 200 139
適切な大きさのアクリル板が設
（土日、祝日含む 時間）
置されている混雑していない店
を選択しましょう。
【芝山町保健センター】
また、飲食時は黙って食べる
1891
☎
「黙食」をし、会話をする際は、
（平日午前８時 分～午後５時
必ずマスクを着用しましょう。
分）
■カラオケ利用時の注意
カラオケを利用する際は、歌
※本内容は 月 日時点の状況
唱中もマスクなどの着用をお願
となります。 月 日発行以
いします。
降、内容に変更などが生じる
■行事などでの注意
可能性がありますので、あら
飲食につながる歓送迎会や、
かじめご了承ください。
花見などは親族等での集まりも
含めて自粛してください。
■医療機関の受診について
発熱などの症状がある方が医
療機関を受診する際は、必ず事
前に電話で連絡をしてください。
3
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再確認しましょう
感染防止対策
■不要不急の外出自粛を徹底
日中も含め、不要不急の外出
や移動は自粛してください。特
に夜 時以降の外出は自粛して
ください。
また、都道府県間や感染が拡
大している地域への移動は極力
控えてください。
※医療
 機関への通院や食料・医
薬品・生活必需品の買い出
し、職場への出勤、屋外での
運動や散歩など、生活や健康
の維持のために必要なものは
外出自粛の対象外
■基本的な感染防止対策を徹底
「 つの密」を徹底的に避け
るとともに、人と人との距離の
確保、マスクの着用、手洗いや
アルコール消毒での手指衛生な
ど、基本的な感染防止対策を
行ってください。
ま た「 人との接 触を減らす
のポイント」や「感染リスクが高

2021. 4月号
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