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工団連会報が
創刊50号を迎えました！

「工団連会報」は、会員の皆さまの活動報告・
情報発信の場として1995年11月に発行され、
今号で創刊50号を迎えることができました。
それを記念して、P.1とP.6〜7で創刊号から
第49号までの表紙を振り返ります。

創刊号／1995年11月発行▶

▲第2号／1996年5月発行 ▲第3号／1997年7月発行 ▲第4号／1997年11月発行 ▲第5号／1998年7月発行
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皆さま、こんにちは。
中央区工業団体連合会 会長の森山です。
日頃は工団連事業にご協力いただき感謝申し

上げます。
昨年より今まで、ほとんど全ての行事をコロナ

ウイルスの影響で行うことができませんでした。
最大の行事である中央区産業文化展「へそ

展」も中止になり、来年の開催となりました。
非常に残念でなりませんが、オリンピック・パラ
リンピックも開催されるようです。

そんな中、中央区ではかなりのペースでワク
チン接種が進んでいるようです。

私も7月中旬には2度目のワクチン接種を終え
る予定です。皆さまの中には2度の接種を終え
られた方もいらっしゃると思います。今までは高
齢者から順番に送られていましたが、現在は60
歳以下も送られているようです。予約も取りづら
くなっているようですので、接種券が届きました
らすぐに予約を入れてください。

ちなみに、私事ですが注射は採血の針の方
が痛いと思いました。個人差があると思います
が、3〜4日は腕が重く痛い感じが残りました。

ワクチン接種が進み、もう暫くすれば落ち着
いた日常が戻ってくるのではないでしょうか。

さて工団連会報ですが、1995年11月に創刊
し、今号で創刊50号を迎えました。創刊当時か
ら携わっていただきましたアートレイアウトの原
田さん、株式会社東美の高橋さんと内藤さん、
工団連広報委員会の金山さんのご苦労には頭
が下がる思いです。毎号、各団体の活動、足

跡また工団連の
活動報告等を皆
さまにご報告させ
ていただいており
ます。ご要望など
がありましたらお
知らせください。
「 継 続 は 力 な

り」と申します。100号に向かって頑張っていき
たいと思っています。

来年には工団連も60周年を迎えます。50周
年では経済アナリスト森永卓郎氏の楽しい講演
会、歌手のイルカの記念コンサートを開催いた
しました。当日は大雨で参加できない方もいらっ
しゃいましたが大盛況でした。

60周年イベントもこれから考えていきたいと
思っています。

昨年、東京グラフィックサービス工業会中央
支部、日本橋産業協会の2団体が解散などの理
由により脱退されました。また、各支部の人数
も減ってさみしい限りです。

加盟促進を進めてまいりたいと思いますので、
皆さまのお知り合いの団体などがありましたら事
務局までご連絡ください。

まだまだコロナの影響が続くと思われ、皆さ
まのご商売も苦境に立たされていることと思い
ますがあと少しの辛抱です。「補助金の活用」、

「お仲間の知恵」、「中央区への相談」大いに
活用してください。そのための仲間です。

平穏な生活に戻れるよう頑張りましょう。

工団連会報創刊50号を迎えて
中央区工業団体連合会 会長　森山 照明

“印刷発祥の地”の誇り
東京都印刷工業組合京橋支部
支部長　田畠 義之　☎ 03-3552-1855　会員数：94

“先進の情報文化”の担い手
東京都印刷工業組合日本橋支部
支部長　古畑 武郎　☎ 03-5542-2121　会員数：24

“組合結成100年”集積のパワー
東京都製本工業組合京橋支部
支部長　佐立 哲彦　☎ 03-3551-3783　会員数：28

伝統の技能、いま華開く
製本・日本橋
支部長　丸山 啓一　☎ 03-3666-2051　会員数：4

省エネ・イノベーションを展開
月島工業会
会　長　中西 真進　☎ 03-4455-2500　会員数：14

美しい町並、強い町づくりを
特定非営利活動法人

地域の防災と町づくりを研究する会
理事長　境 孝司　☎ 03-5651-5621　会員数：25

※日本橋産業協会様は令和 2 年度をもって中央区工業団体連合会を退会されました。

上記メッセージは 2021年 7月上旬の執筆です。
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工 団 連 の 動 き令和3年4月〜令和4年3月
※今号の「工団連の動き」は、書面決議・

オンライン開催・中止、予定など、令和3
年度の動きをまとめて掲載しています。

日程 事業内容 開催状況
令和3年5月11日（火） 会計監査 通常開催
令和3年5月13日（木） 常任理事会 書面決議
令和3年5月19日（水） 第1回ランチセミナー（開講式） 中止
令和3年5月20日（木） 工団連会報広報委員会 書面にて開催
令和3年6月7日（月） 総会 書面決議
令和3年6月23日（水） 第2回ランチセミナー 中止
令和3年7月14日（水） 第3回ランチセミナー（開講式） 通常開催
令和3年8月中旬 企画委員会
令和3年9月15日（水） 第4回ランチセミナー
令和3年10月20日（水） 第5回ランチセミナー
令和3年11月（金）・（土） 工団連宿泊研修
令和3年11月17日（水） 第6回ランチセミナー
令和3年12月15日（水） 第7回ランチセミナー
令和3年12月中旬 工団連会報広報委員会
令和4年1月13日（木） 新年初顔合わせ会
令和4年1月19日（水） 第8回ランチセミナー
令和4年1月20日（木） 中小企業工業関係者表彰審査会 次年度開催
令和4年2月16日（水） 第9回ランチセミナー
令和4年2月18日（金） 中小企業工業関係者表彰式 次年度開催
令和4年3月上旬～中旬 常任理事会
令和4年3月9日（水） 第10回ランチセミナー
3日間開催予定 外国人旅行者おもてなし接客講座
令和3年11月26日（金）（予定） ビジネス交流フェア
年9回（8、1、3月を除く）不定期 経営セミナー
令和4年1月 新春経済講演会

令和３年度 中央区工業団体連合会
定期総会（書面決議）報告
　令和３年度定期総会は、第1回常任理事会（書面
決議）において昨年度に引き続き書面決議とすること
が決議されました。これを受け、令和3年5月24日に
常任理事、理事、顧問、相談役あてに定期総会の目
的である事項について提案書兼同意書を発送しました
ところ、当該決議事項（議案）に対し、次のとおり同
意書のご提出をいただきました。

集計年月日　　令和３年6月16日
集計場所　　　工団連事務局
総員数（常任理事、理事、顧問、相談役）33名
ご提出（返送）同意書数　　　　　　　　24名

決議事項（議案）
【議案１】令和2年度事業経過報告の承認に関する件
【議案２】令和2年度収支決算報告の承認に関する件
【議案３】会計監査報告の承認に関する件
【議案４】欠員となっている監事の選任に関する件
【議案５】令和3年度事業計画（案）の承認に関する件
【議案６】令和3年度収支予算（案）の承認に関する件

　過半数を超える同意書のご提出をいただき、議案
は全て承認されましたことをご報告いたします。

令和3年度ランチセミナーが開催されました！
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、昨年度に引
き続き、開催を延期していましたが、7月14日（水）に開講式
とともに無事開催されました。令和3年度は全8回開催、次回
は9月15日（水）となります。皆さま、ぜひご参加ください！

「東・・・京都中小企業者等月次支援給付金」の
申請受付を開始しました
　国の月次支援金に対して支給金額を加算するとともに、国
制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大した都独自の「東
京都中小企業者等月次支援給付金」が、専用ポータルサイ
ト及びコールセンターにて申請受付を開始しました。
申請期間：令和3年7月1日（木）＊〜令和3年10月31日（日）

＊特例（新規開業、合併等）の申請開始は7月20日（火）となります。

申請方法：
①オンライン申請：専用ポータルサイト（右記

QRコード）から申請できます。
②郵送申請：簡易書留など郵便物の追跡がで

きる方法で、以下の宛先にご郵送ください。（消印有効）
【宛先】〒111-8691 浅草郵便局 私書箱：121号

東京都中小企業者等月次支援給付金 申請受付 宛
＜給付金に関する問い合わせ先＞
東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター
☎ 03-6740-5984　9時から19時まで（土日祝日含む）

専用ポータルサイト
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そもそも SDGsって何？
　「SDGs」とは、「Sustainable Development Goals（持続
可能な開発目標）」の略称で、2016年から2030年までの
15年間で達成すべき国際目標として、2015年9月に国連
サミットで採択されました。貧困や飢餓、健康と福祉、教
育、ジェンダー平等、衛生、気候変動等々、途上国・先
進国の区別なく子どもや孫よりさらに先の世代まで全ての
人が生きやすくなるように「誰ひとり取り残さない」という
共通理念のもと、地球規模の問題を解決するために17の
目標と169のターゲットを設定し、国連加盟国193全ての
国が目標に合意しました。
　日本も2016年5月に「SDGs推進本部」を設置し、国
内実施・国際協力に取り組む体制を整え、同年12月に今
後の日本の取組の指針となる「SDGs実施指針」を策定し、
以降、段階を経て様々な施策を行なってきました。
　2017年にはSDGsを全国的に実施するためには、地域
における取組が不可欠であり地方創生を一層促進するため

「環境未来都市」構想を発展させ、新たにSDGsの手法
を取り入れて戦略的に進めることが重要とし、「まち・ひと・
しごと創生基本方針2017」が閣議決定されました。その
後2019年12月に、対象期間を2020年から5年間とする「第
2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。

SDGsって、中央区も関係あるの？
　中央区においても、2016年に「中央区人口ビジョン」、
2017年に「中央区基本構想」を策定し、2018年に取り
まとめた「中央区基本計画2018」の下で、住み・働き・
集うすべての人 が々幸せを実感し誇りを持てる都心「中央区」
の実現に向けた施策を講じています。また、対象期間を
2020年から2024年とする「中央区まち・ひと・しごと創
生総合戦略」（以下、中央区総合戦略）を策定しました。
中央区総合戦略は、「基本目標① 一人一人の生き方が大
切にされた安心できるまち」「基本目標② 快適で安全な生
活を送るための都市環境が整備されたまち」「基本目標③ 
輝く個性とにぎわいが躍動を生み出すまち」という3つの
基本目標があり、それぞれ多くの取組が行われています。
　中央区は東京23区のほぼ中央に位置し、永きにわたり
日本の文化・商業・情報の中心として心臓部の役割を担っ
てきました。その役割を担う区として、地方と相互に協力
して共に栄える真の地方創生の実現を目指しています。

ところで、SDGsのロゴは自由に使えるの？
　SDGsに取り組んで自社サイトでPRしたり、チラシやパ
ンフレット、ポスターを作りたいけど、SDGsのロゴって使
えるの？　どこで入手できるの？　申請や許可は必要なの？
　そんな時は「国際連合広報センター」のダウンロード
サイトから、日本語版・英語版の様々な種類のロゴやアイ
コンをダウンロードすることができます。

　使用にあたっての注意や申請・許可の有無については
ダウンロードページにある「ロゴ使用のためのガイドライン

（日本語訳）」（PDF）に詳しく説明されています。
　SDGsのロゴ等は「国連主体用」「非国連主体用」の二
種類に分けられていますが、「国連主体用」は文字通り国
連ならび国連関連、国連システムなどが対象で、それ以
外の人や企業が使用できるのは「非国連主体用」のみです。
　もしも、あなたが国連もしくは国連関係でなければ、あ
なたは「非国連主体用」です。

SDGsのロゴの使用に許可は必要？
　SDGsのロゴ・アイコン・カラーホイールは、使用する
際の目的によって申請・許可の必要の有無が変わります。
　例えば「資金調達目的」や「商業用途」は申請・許可
が必要でガイドラインに以下のことが書かれています。

資金調達目的：SDGsを支援する活動の費用を賄うため
の資金の調達を意図する使用を指す。（中略）このような
資金調達目的で使用できるが、その際には国連による事
前許可と、適切なライセンス契約の締結を必要とする。
商業用途：SDGsをさらに広めるための営利主体による、
または、商業的もしくは販促用商品及び／もしくは製品に
おける使用を指し、これは国連による事前許可と、適切
なライセンス契約の締結によって認められることがある。

　少し分かりくいですが、企業がSDGsのロゴ等を使って
営利が絡む場合は「申請・許可・ライセンス契約」が必
要と思って間違いないです。申請は英語のメールが必須です。
　一方、非営利の「情報目的」での使用は申請も許可も
必要がなく、ガイドラインにも以下のように書かれています。

情報目的：主として例示的かつ非商業的で、資金調
達を意図しない使用を指す。SDGsロゴ・バージョン2、
SDGsカラーホイールおよび17のSDGsアイコンは、こ
のような情報目的で使用でき、その際には国連による事
前許可も、ライセンス契約の締結も必要とされない。

　ただし、営利・非営利に関わらずロゴ・アイコン・カラー
ホイールはいずれも「使い方の注意事項」が決められて
いるので、ガイドライン規定に従うことが基本です。

文責／東美・内藤

SDGs（エスディージーズ）って何？
中央区も関係あるの？　ロゴは使えるの？？
昨今、耳にしない日はない「SDGs」。そもそもSDGsって何？ 中央区も関係あるの？
今さら聞けないSDGsのこと、そして中央区の取組、ロゴ類のことに触れてみます。

SDGsロゴ使用のための
ガイドライン（日本語訳）

SDGsロゴ・アイコン等
ダウンロードページ

参考：地方創生に向けた自治体SDGsの推進について／内閣府地方創生
推進事務局（2017年11月）
中央区まち・ひと・しごと創生総合戦略／中央区（2020年3月）
JAPAN SDGs Action Platform 日本政府の取組／外務省HP
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2年ぶりの印刷工業組合京橋支部の通常総会が、5月
28日（金）、印刷会館の会議室において28名が参加する
中開催されました。総会に先立ち、幹事により総会の進

め方が確認され、16時より
司会の十文字副支部長の
開会宣言の後、田畠支部
長より開会の挨拶が述べら
れました。その後、鎮目副
地区長と田部井副地区長を
議長に選出し、令和2年度

京橋支部東印工組

京橋支部製本組合

2年ぶりに通常総会を開催しました

未来に向けて明るい展望を描く事は出来ません

事業報告、決
算等について
審議が行われ
原案通り承認
されました。
　今年は緊急事態宣言下での開催で来賓を招待せずに支
部員のみで進める従来とは異なる形式でした。総会後、
長年組合に貢献された長寿者代表の方々に支部長よりお
祝い品が贈呈されました。最後に吉田副支部長からの閉
会の言葉が述べられ総会は終了しました。

支部　　活動報告

コロナ禍における現状としては、理事会は全てリモート
開催の上、年次行事は全て中止！ 100年行事も延期予
定！ の様に、従来の活動は殆ど出来ない状況でした。

物や人の流れを抑える、いわゆる「人流を抑える」と
いう事は、もちろん私共の製本が手掛けている商品その
ものに打撃を与えています。とは言え、「全ての製本が打
撃を受けているのか？」というと、その様な事もなく、巣
篭もり需要とでも言うべきか、コミック雑誌や、通販で流
通する様な製本の製品は「今まで通り！」という側面もあ
ります。

ただし、中央区の製本業のほとんどは、伝票を中心と

する小規模な家内制手工業のため、先に述べた「打撃を
受けている」業態と言うべきだと思います。

コロナ禍という経験した事のない様な事態に加え、中
央区の土地の値上がりというダブルの要因によって、廃業
する事業所が後を立たない状態であります。したがって、
工団連との連携や文化展における協力について今まで通
りかと言うと、今後は未知数と言わざるを得ません。

今時点で、未来に向けて明るい展望を描く事は出来な
い状況で、心苦しいのですが、現状および展望はこの様
な所かと思います。

東京都製本工業組合京橋支部　理事長　佐立哲彦　記

二酸化炭素排出量の削減を促進する
中央区総合戦略の基本目標②を達成するための取組の

一つに「家庭・事業所における省エネルギー行動の促進」
というものがあります。
この取組は、二酸化炭素排出量を削減するため、家庭
や事業所での省エネルギー行動を促進し、また、自然エネ
ルギー機器や省エネルギー機器の導入費用の一部を助成し、
エネルギー使用量の削減を促進することを目的としています。

中央エコアクト（中央区版二酸化炭素排出抑制システム）とは
中央エコアクトとはその取組の一つで、中小規模の事業
所が二酸化炭素削減計画を立て、計画に沿い従業員への
環境教育や省エネ活動を実践することで、事業活動により
排出される二酸化炭素を削減するとともに、光熱費などの
経費削減も期待できます。（家庭用もあります）

参加資格
中央区内に所在する事業所（営業所や支店等を含む）
が対象で、成果をあげた事業所に対しては区が認証します。

認証を得ることで特典を受けることができます。

工団連会員も認証を得ています！
工団連会員の誠文社印刷株式会社（2012年11月取得）、

萬世建設株式会社本社（2015年6月取得）の2社も中央
エコアクトの認証を得ています！

特典
・環境配慮事業所として区のホームページ等で紹介
・省エネルギー機器などを導入する際の助成金交付額の優遇
・太陽光発電システムおよび省エネルギー機器等の助成制
度における上乗せ助成の適用
・商工業融資における優遇利率の適用
・中央区施工能力等審査型総合評価方式における企業の地
域貢献等評価点の加算

お問合せ
環境推進課温暖化対策推進係
電話：03-3546-5628

中央エコアクト（中央区版二酸化炭素排出抑制システム）をご存知ですか

中央エコアクト事業者用の詳細はこちら➡

中央エコアクト文責／東美・内藤

◀︎水野氏に長寿者代表の
お祝い品を贈呈

金山前支部長に▶︎
記念品を贈呈　

田畠支部長より開会の挨拶
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中央区工業団体連合会は1962年に結成され、60年にわたり活動しています。本会は
中央区内の各工業団体が連合し、団体相互の緊密なる連絡と親睦を深め、企業経営の
健全なる発展をはかることにより、区内の工業振興に寄与することを目的としています。
そして会員の皆さまの活動報告・情報発信の場として1995年11月に「工団連会報」
が発行され、このたび創刊50号を迎えることができました。
それを記念して今号では歴代の表紙を振り返ります。（創刊号〜第5号はp.1に掲載）

Congratulations on

No.50!

工団連会報が
創刊50号を迎えました！

▲第6号／1999年4月発行

▲第11号／2002年3月発行

▲第16号／2004年10月発行

▲第21号／2007年12月発行

▲第7号／1999年11月発行

▲第12号／2002年11月発行

▲第17号／2005年3月発行

▲第22号／2008年3月発行

▲第8号／2000年3月発行

▲第13号／2003年3月発行

▲第18号／2005年11月発行

▲第23号／2008年10月発行

▲第9号／2001年2月発行

▲第14号／2003年11月発行

▲第19号／2006年10月発行

▲第24号／2009年3月発行

▲第10号／2001年8月発行

▲第15号／2004年4月発行

▲第20号／2007年4月発行

▲第25号／2009年10月発行
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▲第26号／2010年3月発行

▲第31号／2012年10月発行

▲第36号／2015年3月発行

▲第41号／2017年9月発行

▲第46号／2020年3月発行

▲第27号／2010年10月発行

▲第32号／2013年3月発行

▲第37号／2015年9月発行

▲第42号／2018年3月発行

▲第47号／2020年7月発行

▲第28号／2011年3月発行

▲第33号／2013年9月発行

▲第38号／2016年3月発行

▲第43号／2018年9月発行

▲第48号／2020年12月発行

▲第29号／2011年10月発行

▲第34号／2014年3月発行

▲第39号／2016年9月発行

▲第44号／2019年3月発行

▲第48号／別冊コロナ特集

▲第30号／2012年3月発行

▲第35号／2014年10月発行

▲第40号／2017年3月発行

▲第45号／2019年9月発行

▲第49号／2021年3月発行

第27号から
フルカラー版になりました

第47号から
年3回発行になりました



　医療従事者等からはじまったワクチン接種も、今では一般の方へも対象が拡げられ、
大規模、個別、職域など接種方法も多様化しています。2回接種完了の方、1回だ
け終わった方、未接種の方などさまざまですが、「実は新型コロナワクチンがどういう
ものか良く分からない」という声も聞かれますのでワクチンについてまとめてみました。

▼ワクチンと免疫の関係
　少量の病原体を体内に入れること、これがワクチンです。
　新型コロナに限らず、インフルエンザや胃腸炎、水疱
瘡などさまざまな感染症は、体内の細胞に細菌やウイル
スなどの病原体が付着して侵入することで感染します。
　ヒトには「自然免疫」と「獲得免疫」があります。自然
免疫は先天的に備わっている免疫で、体内に侵入した病
原体に真っ先に反応し、病原体を貪食して排除したり抗体
を作ったりしますが苦手な相手もいるうえ、「相手がどんな
やつだったか」を記憶することはできません。一方、獲得
免疫は攻撃しながら攻撃方法とともに病原体を見分けて
記憶し、次に同じ病原体が侵入した時に「あの時のあい
つだ!」と攻撃しますが、自然免疫ほどの初動の素早さは
ありません。まず自然免疫が緊急出動し、自然免疫が排
除しきれなかった敵を獲得免疫が攻撃しながら記憶をする
という流れの防御システムです。
　この獲得免疫の記憶する機能を利用して、先に少量の
病原体を体内に入れて記憶させ、次に同じ病原体が侵入
した時にいち早く攻撃し排除させるのがワクチンの狙いです。

▼新型コロナワクチンについて
　ワクチンを接種すると、発症しても重症化を防ぎ症状を
軽くする、また、感染を予防するなどの効果が報告されて
います。メリットが大きいので一人でも多くの人が接種す
ることが望ましいでしょう。ただ、接種後の副反応として、
接種した腕の痛みや腫れ、倦怠感や発熱などがみられる
ほか、まれにショックやアナフィラキシーショックが起きる
という報告もあります。副反応を不安に思いワクチンを接
種しない方、また、持病の関係で接種できない方もいらっ
しゃいます。ワクチン接種は強制ではないので周囲に接種
していない方がいても理解することが大切です。
　現在、日本で薬事承認されている新型コロナワクチンは、
ファイザー社製・武田／モデルナ社製・アストラゼネカ社
製の3種類ですが、ファイザー社製、武田／モデルナ社製
の2種類が予防接種法における接種の対象となっています。
　この2種類はいずれも「ｍRNA（メッセンジャーRNA）
ワクチン」です。

▼mRNAワクチンとはどんなもの？
　従来のワクチンは、「生ワクチン（体に害のない様に弱
毒化したウイルスそのもの）」と「不活化ワクチン（処理
をして病原性をなくしたウイルス）」で、ワクチン生産には
まずウイルスを培養しないとならず、専用機器や施設、と
ても長い時間が必要で一朝一夕に大量のワクチンを作れ
ません。ところが新型コロナワクチンは世界中の流行を
早く抑えるために時間をかける事ができません。そこでウ
イルス培養を必要としないｍRNAを使うことにしました。
ｍRNAとはウイルスの設計図です。
　そもそも細菌と違ってウイルスは、体内に侵入しても細
胞の働きを利用しないと増殖することができません。新型
コロナウイルスは細胞の表面に付着するためのスパイクた
んぱく質という突起物を持っています。この突起物を設計
する遺伝子情報を人工的に合成して作られたのがmRNA
ワクチンです。この設計図を脂質の膜でコーティングして
細胞に送り込み（ワクチン接種）、送り込まれた細胞内で
mRNAを読み取って新型コロナウイルスのスパイクたんぱ
く質が作られます。すると自然免疫が「異物だ!侵入者あり!」
と反応して攻撃、次に獲得免疫も攻撃し、さらに「その異
物を記憶」します。そしてこの異物にマッチする抗体が作
り出されます。
　「遺伝子情報がヒトのDNAに影響を与えるのでは？」と
不安視する声も聞かれますが、mRNAはヒトのDNAが存
在する細胞核内に侵入することはできないためDNAに組
み込まれることはなく、使われたmRNAは数日以内に自然
に分解されるので体内に残ることもないと発表されています。
　アストラゼネカ社のワクチンは「ウイルスベクターワクチン」
と呼ばれるもので、新型コロナウイルスのたんぱく質を作
る遺伝子を風邪の原因にもなるアデノウイルスに組み込ん
で、そのウイルスごと投与する仕組みです。

文責／東美 内藤　2021 年 6 月末記
【参考】
コロナワクチンナビ／厚生労働省
新型コロナワクチン Q&A ／厚生労働省
免疫とワクチン／山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信
新型コロナウイルスと免疫の重要性／ジャパンローヤルゼリー株式会社
最新免疫学から分かってきた新型コロナウイルスの正体―宮坂昌之・大
阪大学名誉教授（2020.12.25）／ Science Portal 科学技術振興機構
ワクチン.net ／田辺製薬　健康支援サイト

新型コロナワクチンよもやま話

中央区・東京都・国の新型コロナワクチン情報サイト
新型コロナワクチン Q&A

（厚生労働省）
COV-Navi
こびナビ

中央区新型コロナ
ワクチン接種特設サイト

東京都新型コロナウイルス
ワクチン接種ポータルサイト

自衛隊 東京大規模接種
センターの予約・受付案内

Q&Aのほか、ワクチンについ
てのお知らせや情報も掲載。

医師達が新型コロナ感染症や
ワクチンに関する情報を提供。

接種会場に関する情報も確
認できます。

東京都の接種進捗状況など
も確認できます。

予約情報のほか、会場案内
も確認できます。

ワクチンを接種しても100％感染しないという事ではないので、引き続き感染予防対策を心がけましょう。

※欄外右側の▶印は 2 穴開けのセンター位置です。


