
※今号発行後に、新型コロナウイルスの影響で
催しなどが中止になる場合があります

市のホームページは
こちらから

に関するお知らせ

新型コロナウイルス
ワクチン接種に関するお知らせ

新型コロナウイルス
ワクチン接種

ワクチンに関する疑問にお答えします
６５歳以上の人は本年度中に必ず２回接種しなければいけないのですか？

６５歳以上の高齢者など重症化リスクの高い人は、春から夏の時期と、秋から冬の時期の２回接種するこ
とが望ましいとされています。なお、ワクチンの接種は任意であり、強制ではありません。

Ｑ
Ａ
●掲載内容は４月１９日時点の情報です●変更や新たな情報は市のホームページなどでお知らせします◉問い合わせ…会津
若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター（☎０５７０ｰ０２６ｰ２６３※受付時間は午前９時～午後５時。
土・日曜日、祝日は除く）

令和５年 春開始接種（５～８月）が始まります
　新型コロナウイルスワクチンの令和５年春開始接種を実施します。
接種は無料です。対象となる人は接種をご検討ください。
実施期間

５月８日（月）～８月３１日（木）
●上記期間内に１回接種が可能
接種対象
　初回接種（１・２回目）を終了し、前回接種から３か月以上を経過した次のいずれかに該当する人
●６５歳以上
●５～６４歳までで基礎疾患があるか、重症化リスクが高いと医師に認められている
●医療機関・高齢者施設・障がい者施設などの従事者
※乳幼児・小児接種（６か月～１１歳）は引き続き実施しています。詳しくは市のホームページをご覧ください
使用ワクチン
　オミクロン株対応２価ワクチン（ファイザー社かモデルナ社のワクチン）

接種券の送付時期
今年１月末までに前回接種を終了した人（※１）

対　象 送付時期

７５歳以上の人
４月２５日から
順次送付基礎疾患に該当し、

障がい者手帳などを持つ１２歳以上の人

６５～７４歳の人
５月２５日（木）から
順次送付４回目接種時に基礎疾患などで

接種券の発行申請をした人

新たに接種券の発行申請をした人 ５月２６日（金）以降、
随時送付

接種券の送付
　接種対象者には、４月２５日より順次、接
種券を送付しています。※未使用の接種券を
持っている人は、お持ちの接種券で接種でき
ます
接種券の発行申請
　新たに接種対象となった場合（基礎疾患が
ある、医療従事者になったなど）は、接種券の
発行申請が必要です。また、１２歳から６４歳
で基礎疾患（※２）に該当し、障がい者手帳な
どを持つ人は発行申請は不要です。なお、接
種券の発行はホームページから申請できます。

※１…２月以降に前回接種を終了した人には、３か月を経過する前月末頃に送付
※２…基礎疾患の内容はホームページから確認してください

接種券の発行申請
はこちらから

基礎疾患の内容は
こちらから

夏季の流行拡大に
備えましょう　　　
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編集に寄せて

▼今号から市政だよりの編集を担当すること
になりました。取材や紙面づくりなど、初め
ての経験の連続にドキドキする毎日です。 ▼

市政に関することだけではなく、地域の魅力
の発掘・発信が広報紙の役割です。皆さんの
思いや声をお聞きし、さまざまな角度からま
ちの「宝」をお伝えしたいと思います。よろし
くお願いします。（佐藤）

人口と世帯数

▼令和５年３月１日現在の外国人住民数（住基
人口）…９５０人（男４２８人・女５２２人）
◇問い合わせ…情報統計課（☎３９ｰ１２１５）

　ハザードマップは、土砂災害や水害が発生し
たときの危険箇所や避難場所などを地図上に示
したものです。また、災害時に役立つ情報サイ
トも掲載しています。
　日ごろから自宅や職場周辺の災害リスクや災
害時の避難場所などを把握しておくことは、速
やかな避難行動のためにとても重要です。まだ
ハザードマップを確認したことのない人や市に
転入した人は、この機会に確認してみましょう。
市では、ハザードマップの解説動画をホーム
ページに掲載しています。ぜひご活用ください。

　皆さんに役立つ防災情報を紹介します
◉問い合わせ…危機管理課（☎３９ｰ１２２７）

第１６回は 「ハザードマップを動画で解説」

※福島県の推計人口より掲載

令和５年３月１日現在の現住人口
人 口 総 数 １１３，９９３人（１６８人減）

内　訳
男 ５４，６４５人（  ７７人減）
女 ５９，３４８人（  ９１人減）

世 帯 数 ４９，１４０世帯（   ６３世帯減）

人口の
動き

（２月）

出 生 ５５人（男 ３０人・女  ２５人） 
死 亡 １３４人（男 ７５人・女  ５９ 人）
転 入 １６４人（男 ９７人・女  ６７人） 
転 出 ２５３人（男１２９人・女１２4人） 

今月の納期

　５月３１日（水）は以下の税金・料金の納期限
です。
●固定資産税第１期●軽自動車税
◇問い合わせ…納税課（☎３９ｰ１２３３）

ホームページ
はこちらから↓

分かりやすい動画でマップの見方を解説しています
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へのご協力をお願いします

新型コロナウイルス
種

コロナウ スルイ
感染症対策
型

に関するお知らせ

新型コロナウイルス
ワクチン接種へのご協力をお願いします

新型コロナウイルス
感染症対策

●マスクの着脱は個人の主体的な判断を尊重するようお願いします●掲載内容は４月１９日時点の情報です●変更や新たな
情報は市のホームページなどでお知らせします

新型コロナウイルス感染症が感染症法上の５類へ移行することに伴い、国の新型コロナウイルス感染症対策の
「基本的対処方針」や「業種別ガイドライン」が廃止されます。今後は外出自粛などの一律の行動制限は求められず、
個人や事業者の自主的な感染対策が大切になります。
　一人ひとりが「新たな健康習慣」として「感染防止の５つの基本」を実践しましょう。
◉問い合わせ…会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター

（☎０５７０ｰ０２６ｰ２６３※受付時間は午前９時～午後５時。土・日曜日、祝日は除く）

医療費負担額の変更点
対 象 ５月７日（日）まで ５月８日（月）以降

検 査

外 来

入 院

医療費の自己負担が必要になります
　これまで新型コロナウイルス感染症の検査費や治療費の自己負担分は無料となっていましたが、５月８日（月）
以降は保険診療での自己負担が必要になります。

感染症対策に
ついて詳しくは
こちらから→

外来・入院医療費の自己負担
　急激な負担の増加を避けるため、高額
なコロナ治療薬はこれまで通り無料とな
ります。また、入院医療費も高額療養費
制度の自己負担限度額から２万円を上限
に減額します＜左表参照＞。※９月３０
日（土）まで
検査キットの無料配付の終了
　濃厚接触者や症状がある人への検査
キットの無料配付は終了します。 「新たな健康習慣」としての【感染防止の５つの基本】

新規陽性者数の公表方法が変わります
　これまで１日ごとに保健所単位で公表していた新型コロナウイルス感染症の新
規陽性者数は、５月８日（月）以降、季節性インフルエンザなどと同様に定点医療
機関（※）から保健所へ報告された患者数の合計が、週に１回程度公表されるよう
になります。なお、公表された情報は、引き続き市のホームページでお知らせし
ます。

感染症患者の
発生状況はこちらから→

医療提供体制が見直しになります
　新型コロナウイルス感染症が５類感染症となった後も、診療可能な医療機関を市のホームページでお知らせし
ます。今後は幅広い医療機関で受診できるよう、必要な感染対策や準備が段階的に進められていきます。
●新型コロナウイルス感染症による体調不良や自宅療養期間中に体調に変化があった場合は、（仮称）新型コロナ
ウイルス感染症相談センター（☎０１２０ｰ５６７ｰ７４７※２４時間対応）へ相談してください
＃７１１９ 福島県救急電話相談をご利用ください

急に体調が悪くなり、緊急を要する判断が必要な場合などは、ご相談ください。
症状に応じた相談ができる窓口（☎＃７１１９※３６５日、２４時間対応）を設置して
います。

診療・検査医療機関
一覧はこちらから→

コロナ治療薬は無料
※９月末まで

限度額から２万円までの減額、
コロナ治療薬は無料※９月末まで

※定点医療機関…一定の人口割合で定点として指定された医療機関（指定届出機関）。1 週間の患者報告数を定点医療機関の数で
割ったものを、定点あたりの報告数として集計

※陽性者の治療

５月８日（月）以降の外出について
●上表の期間にやむを得ず外出する場合は、症状がないことを確認し、マスクの着用などの感染防止対策を徹底
してください
●陽性者は１０日間が経過するまではウイルスを排出する可能性があり、陽性者の同居家族は７日目までは発症
する可能性があるため、マスクを着用したり、高齢者などの重症化リスクの高い人との接触を控えたりと、配慮
しましょう

無料 自己負担

自己負担

無料 自己負担

療養期間が変更になります
陽性者や同居家族の療養期間の目安
　５月８日（月）から、陽性者や濃厚接触者へ対する外出自粛などの一律の行動制限は求められなくなりますが、
新型コロナウイルスの感染力が弱くなるわけではありません。陽性となった場合や同居家族が陽性となった場合
は、下表を目安に外出を控えるなど、感染を拡大させないよう周囲への配慮をお願いします。

対 象 ５月７日（日）まで ５月８日（月）以降

陽性者

症状の
ある人

症状が出た日の翌日から７日間を経過し、
かつ症状軽快から２４時間を経過するまで
は外出を自粛

症状が出た日の翌日から５日間は外出を
控え、症状が続く場合は症状軽快から２４
時間程度経過するまでは外出を控えるこ
とを推奨

無症状
の人 検体採取日の翌日から７日間は外出を自粛 検体採取日の翌日から５日間は外出を

控えることを推奨

陽性者の同居家族 最終接触日の翌日から５日間は外出を
自粛

同居家族に症状が出た日の翌日から
特に５日間は体調に注意
※濃厚接触者の特定は行わない

　５月８日（月）以降、陽性者や濃厚接触者への外出自粛などの行動制限が求めら
れなくなります。陽性者は発症後５日間は外出を控えることが推奨されますが、
やむを得ず生活必需品の買い出しなどで外出する場合は、マスクを着用するなど、
感染拡大防止のために配慮しましょう。
食料品などの配達支援の終了

行動制限が見直されることで、県が行っている食料品の支援や市の日用品など
の生活支援は終了します。なお、体調不良の場合に備え、食料品や日用品、解熱
剤などの薬品を数日分備えておくことをおすすめします。

行動制限の要請がなくなります
普段から
日用品や薬品の備蓄を
心掛けましょう！

無料

体調不安や症状がある
場合は、無理せず自宅
で療養あるいは受診する

場面に応じたマスクの着
用や咳エチケットの実施

換気や三密（ 密集・密
接・密閉）の回避は引き
続き有効

手洗いは
　　日常の生活習慣に

適度な運動、食事など
の生活習慣で健やかな
暮らしを

５月８日（月）から
新型コロナウイルス感染症は５類感染症に移行します
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