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新型コロナウイルスワクチン

新型コロナウイルスワクチンの接種は、医療機関や民間商業
施設などで受けることができます。接種をスムーズに受けてい
ただくため、会場での流れや持参するものをご案内します。
接種会場に関する情報は、別途、
ご案内します。

会場でスムーズに接種を受けるために
■接種会場での流れ
接種券、事前に記入した予診票、本
受付 人確認書類（健康保険証や運転免許
証など）、お薬手帳の確認をします

１

予診票を基に健康状態や既往歴の
予診 確認をするなど、医師による問診な
どを行います

２

接種は上腕に行います。肩を出しや
すい服装でお越しください

３

接種

４

接種後は、副反応の症状が起こるか
経過
どうか経過観察のため、15～30分ほ
観察
ど待機してください

種は、受付、予診、接種、経過
観察の順番に行っていきま
す（左図）。所要時間は1時
間程度です。
広島市が設置した会場には、接種
相談を受けるブースを設置する予
定です。接種について不安になった
場合などにご利用ください。
【持参するもの※】●接種券 ●事前
に記入した予診票 ●本人確認書
類（健康保険証や運転免許証など）
●お薬手帳 ※接種を受けられない場

接

合があるため忘れずにお持ちください

子どもの健康を守るため

子

種がある場合は、かかりつけの医療
機関（小児科 など ）と相談しながら、
計画的に接種してください。
市ホームページに接種期間など
を掲載しています。
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予防できる病気
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病気の特徴

肝炎、肝硬変、肝がん 肝炎は、肝硬変を経て肝がんへと進行する恐れが
B型肝炎 など
あります
ヒブ

化膿性髄膜炎、敗血 乳幼児期に多く感染し、重篤な疾患を引き起こす
小児用肺 症、肺炎など
ことがあります
炎球菌
乳幼児期にかかりやすく、脱水症状がひどくなる
ロタウイ
ロタウイルス感染症
と入院治療が必要になることもあります
ルス
四種混合

ジフテリア、百日せ
いずれも重篤で死に至る恐れのある感染症です
き、破傷風、ポリオ

水痘

水痘（水ぼうそう）

問各保健セン
ター地域支え
あい課

感染力が強い発疹性の病気で、
けいれんや肺炎、気
管支炎を引き起こし重症化する恐れがあります
蚊を媒介して感染し、重篤な脳炎を起こすことが
あります

日本脳炎 日本脳炎
区
中
東
南
西

電話
504-2528
568-7729
250-4108
294-6235

ファクス
504-2175
568-7790
254-9184
294-6113

区
安佐南
安佐北
安芸
佐伯

電話
831-4942
819-0586
821-2809
943-9731

アプリで管理！ 予防接種スケジュール

ファクス
870-2255
819-0602
821-2832
923-1611

ひろしま子育て応援アプリ「母子モ」。出生日と実際の接種
日に応じて、次の接種日を自動的に算出し、登録した接種予
定日が近づくと事前にプッシュ通知でお知らせします。
⇐ダウンロードはこちらから
問こども・家庭支援課（T504-2161、F504-2727）

人口と世帯

[ 令和3年3月末現在（前年同月比）]

◆厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（フリーダイヤル）
午前9時～午後9時
土・日曜日、祝・休日を含む

206315

0120-761770

ワクチンの供給量が限られてい
ることから、まずは5月に、接種を
希望される65歳以上の施設入所者
や入院患者と80歳以上の人へ接種
券を送付します。その後は、ワクチ
ンの供給量に応じて送付対象を拡
大していきます。

コロナ ■マスク着用などの徹底
対策 ■感染拡大地域との往来
に注意
新型コロナウイルスに
関する最新の情報は

市HP
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問健康推進課（T504-2622、F504-2258）

大学生が、夏休み期間の2週間程度、企業から賃金の支払いを受け
ながら与えられた課題に取り組む「職業体験」です。チャレンジする大
学生を募集します。
問同事業運営事務局（T243-8401、F243-6977）

実際の現場で実践的な体験
加学生は、企業の一員とし
て責任を持って働くことが
求められます。また、実際の
業務に従事できることで、
「 働くこ
と」について具体的なイメージを持
つことができます。
平成30年度から、広島広域都市
圏内の大学の学生だけでなく、東
京・関西圏の大学に在学している学
生も参加対象となりました。お子さ
んや知り合いの学生へ、ぜひご紹介
ください。
今年の夏休み、インターンシップ
を通じて将来の自分を考える機会
にしてみてはいかがでしょう。

参

【対象学生】大学生、大学院生（専門
学校生、短期大学生を除く。学年不
問）
【実施期間】8月上旬～9月下旬（受
入企業によって開始時期などは異
なります）のうち、2週間以上
【就業形態】原則、週5日のフルタイ
ム勤務（企業と雇用契約を締結しま
す）
【申込方法】専用WEBサイトにある
参加申込書をメールか郵送で運営
事務局に提出
【申込期限】6月25日㈮
受入企業など詳しくは、
同サイト（右の二次元コー
ドか下記で検索）で。
ウ

過去の参加学生の
参加企業の
実習レポートを
PR動画をご覧
いただけます 読むことができます

広島広域都市圏サイト

検索
は

る

ブ

広島市有給長期インターンシップ

専用WEBサイトでは…

市は、
「200万人広島都市圏構想」
の実現に向け、近隣24市町と連携・
交流を進めています。
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ひろしま都市犬
はっしー

み り ん か い こ う え ん

大竹市 「晴海臨海公園」

わが大竹市のトリビア

は「晴海臨海公園」です。
展望台からは宮島など

瀬戸内海が一望でき、夜
にはきらびやかな工場夜
景も！ 球技場やテニス
コートなど運動施設のほか、子どもたちに大人気の大型
複合遊具「ロボボファクトリー」は、天気の良い休日には

子ども連れの家族で大にぎわいです。昨年はデイキャン
プ場もオープンし、多くの人が楽しんでいます。
【トリビア…雑学的な事柄や豆知識など】

人口1,192,589人（1,741人減） 男 577,685人 女 614,904人 575,102世帯（4,464世帯増）

検索

インターンシップ
前後に事前 研修
会や報告発表会
なども実施します
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私が紹介
します！

大竹市役所

お お ち よういちろう

大知洋一朗さん

広島広域都市圏

結核
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はっしー漫遊記

今でも全国で、毎年２万人弱の患者が新たに発生
しています。小児が感染すると、結核性髄膜炎な
ど重篤な症状になる恐れがあります
麻しんは感染力が強く、重症化など、命に関わる
麻しん・ 麻しん（はしか）、風 恐れがあります。風しんは、妊娠中にかかると赤
風しん
しん
ちゃんの聴力や視力などに障害が起こる可能性
があります
BCG
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T 513-2847

24時間対応

有給長期インターンシップ事業

予防接種を受けることにより、感染症を予防したり、かかったとき
に重症化しにくくしたりすることができます。子どもの健康のため、
接種期間などを確認して忘れずに予防接種を受けましょう。
問健康推進課（T504-2622、F504-2258）
どもの定期接種は、法律な
どで対象となる年齢や接
種回数、接種間隔などが定
められ、無料で受けることができま
す。生後2カ月から接種の対象とな
りますので、母子健康手帳の接種歴
を確認し、まだ受けていない予防接

詳しくは

◆広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

自信と実力は「長期」で手に入れる

予防接種を受けましょう

ワクチン

問い合わせ先

所要時間は１時間程度

