
※9月16日時点での情報です。今後、国の方針などにより変更となる場合があります
オミクロン株対応ワクチンの追加接種や小児3回目接種など、新型コロナワクチン接種に関する情報をお伝えします。

市ワクチン接種に
関する情報は
こちら

【ワクチン接種の手続きに関するお問い合わせ】

戸田市コールセンター   048-229-0577 午前8時30分～午後5時
（土・日曜日、祝日含む）

新型コロナワクチン接種のお知らせ

9月26日（月）から、オミクロン株対応ワクチンの追加接種が始まりました。対象者は、2回目接種を終了した、12歳以上の
方です。接種回数により、接種開始時期などが異なりますのでご注意ください。

対象者 ワクチンの種類 ワクチンの対象年齢 接種回数 接種間隔

2回目接種を終了した
12歳以上の方

ファイザー社2価ワクチン（BA.1） 12歳以上
1回 前回の接種後

5カ月以上モデルナ社2価ワクチン（BA.1） 18歳以上

オミクロン株対応ワクチンの追加接種（3〜5回目）について オミクロン株
対応ワクチンの
追加接種について、
詳しくはこちら

9月20日（火）から新型コロナワクチンの5～ 11歳への3回目接種を開始
しました。

小児（5〜11歳）の３回目接種について

※以降、1週間ごとに同様のスケジュールで順次接種券を送付予定。対象となっている
方で接種券が届かない場合は、市コールセンターまでお問い合わせください

対象者 ワクチンの種類 接種回数 接種間隔

2回目接種を
終了した

5～ 1 1歳の方
（3回目接種日時
点の年齢）

ファイザー社
（5～ 11歳用）

1回 2回目接種後
5カ月以上

※1・2回目の接種量と同
量。ファイザー社の12
歳以上のものに比べ、
有効成分は1/3です

2回目接種日 3回目接種券送付日
～ 4月20日 9月14日

4月21日～ 26日 9月26日
4月27日～ 5月3日 10月3日頃
5月4日～ 5月1 1日 10月1 1日頃
5月12日～ 5月1 7日 10月1 7日頃
5月18日～ 5月24日 10月24日頃
5月25日～ 5月31日 10月31日頃

●接種券の発送スケジュール

小児3回目接種
について

詳しくはこちら

Q	 オミクロン株対応ワクチンとは？

A オミクロン株（ BA.1）と従来株の成分が入った2価ワクチンと言
われるもので、次のような効果が確認されました。
・これまでのワクチンを上回る重症化予防効果や、持続期間が短
い可能性があるものの、感染・発症予防効果も期待されること

・今後の変異株に対しても有効である可能性がより高いと期待
されること

A

Q	 オミクロン株
	 対応ワクチンは
	 複数回打てるの？

現時点では、一人当たり
1回接種することができ
ます。

Q	 今、持っている接種券はそのまま使えるの？

A すでに3回目、4回目接種の対象となってい
る方で、現在未接種の方へは、新たに接種
券を発送しません（上の図参照）。お持ち
の接種券は有効のため、そのまま使用でき
ます。紛失した場合は、再発行できますので、
市ホームページをご覧ください。

接種券の
再発行について
詳しくはこちら

●オミクロン株対応ワクチン接種のフローチャート
オミクロン株対応ワク
チンの追加接種（3～
5回目）は、接種回数
により開始時期などが
異なります。接種開
始や接種券発送の時
期は右の図のとおり
予定しています。

従来株ワクチンで
1・2回目接種が
可能です

2回目接種は終了しましたか？START

接種時期

5回目接種 4回目接種 4回目接種 3回目接種

10月下旬以降

3回目接種から5カ月経過 3回目接種から5カ月経過 2回目接種から5カ月経過
している していない している していない している していない

9月26日以降 3回目接種から
5カ月経過した日以降

10月11日以降
年齢別で順次接種

3回目接種から
5カ月経過した日以降 9月26日以降 2回目接種から

5カ月経過した日以降

接種券発送時期

10月下旬以降
4回目接種から
5カ月経過する
時期に発送

すでに
送付済みの
接種券を使用

3回目接種から
5カ月経過する時期

に発送

50歳以上

3回目接種から
5カ月経過する
時期に発送

すでに
送付済みの
接種券を使用

2回目接種から
5カ月経過する
時期に発送

10月7日
40～ 49歳
10月13日
12～ 39歳
10月19日

はい

はい

はい

はい いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

これまでの４回目接種の対象者※でしたか？
※「60歳以上」または「18～ 59歳で基礎疾患や医療従事者等の理由で接種券発行申請した方」

3回目接種は終了しましたか？	

4回目接種は終了しましたか？
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VRサッカー1 ウォーキング
サッカー2 ジャンピング

サッカー3

こちら、とだっ子情報局
とだっ子情報局では、戸田にまつわる楽しい情報をクイズ形式でお届けします。

今回は、市で開催されているサッカー大会についてのクイズです。

子どもも大人も一緒に楽しめる、
ちょっと変わったサッカーは
次のうちどれでしょう？

答えは❷ウォーキング
サッカー

ウォーキングサッカーは、走行、接触、ヘディング
などが禁止されているゲーム形式のスポーツです。
そのルールによりコロナ禍でもプレイが可能なこと
から近年注目を集めています。市内でもここ数年盛
んに開催されていて、市民団体による小規模なもの
からウォーキングサッカー協会との公式イベント、
とだPR大使である宇賀神選手が主催している
「Esforco football school」でも活用されています。8月の戸田ふるさと祭りで
もイベントが開催され、子どもたちを中心に大盛況となりました。今後、市内でウォ
ーキングサッカーのイベントが開催された際には、ぜひ参加してみてください。

戸田ふるさと祭りでの様子

娘が2歳で習得した必殺技、「超絶イヤイヤ
期」。親の精神力と忍耐力が試される壮絶バ
トルに、日々連戦連敗中だ。食事の時の「必
殺口封じ」、スーパーでの「必殺号泣えび反
り」など、とにかく起こりうる全ての事象に
「イヤ」を発動する。そして最後の決め手は
「必殺パパイヤ」。パパはイヤ、ママがイイと
号泣され、パパへのダメージは絶大、メンタ
ルボロボロ、今日も敗北のゴングが鳴り響
く。そんなある日、「息子と美容院へ行く」と

いうママ。つまり、パパは娘と2人でお留守
番。さて、この戦いをどう乗り切るか…と考
えていると、ママが「これ行ってみれば？」
と1枚のチラシを持ってきた。なになに、「ウ
ェルカムパパデイ」…？　戸田公園駅前の子
育て広場で開催されている「パパと子の日」
らしい。なるほど、家で留守番しているより
も、同年代の子やパパ同士で集まれた方が気
が楽か。ママにはゆっくり美容院を楽しんでき
てもらうべく、試しに参加してみることに…！

「ウェルカムパパデイ」に参加しよう！第30回

イラストレーター 
アライヨウコ

埼玉県民。イラストレーター。小・中学生男子2児の母。家事に仕事に育児に毎日バタバタ過ごしています。
我が家のパパもパパ友がいませんが、息子が大きくなって一緒に遊んでもらえなくなってきたので、もうできそうにありません…。

今月の注目スポットはここ！

0～3歳の子と親が過ごせる広場です。おもちゃや滑
り台、絵本などがあり、自由に遊べます。第 1・3日曜
日の「ウェルカムパパデイ」はパパオンリーの日。お父
さんと子どもで気兼ねなく遊ぶことができ、アドバイ
ザーが常駐しているので、パパの子育てに関する悩み
も気軽に相談できるのが魅力です。

戸田公園駅前子育て広場

【施設データ】
住所
戸田市本町4 -1 5 -1 1
（行政センター3階）
電話番号
420 -9741
ウェルカムパパデイ
開催日時
毎月第 1・3日曜日　
午前 10時～ 1 1時30分
※定員5組。要予約

土日どちらかはここに来る
くらいよく利用していて、
パパデイにも何度か参加しています。奥さ
んも楽になるし、私も家にずっといるより
はここに来た方がリフレッシュできます。
家にはないおもちゃで遊べますし、アドバ
イザーの方もいるので安心です。駅前で利
用しやすく、定員制なのでのびのび過ごせ
るのも魅力ですね。

今まではパパ同士で集まれる場が意外とな
く、パパ友づくりや悩み相談の場になれば
ということで始めたのがパパデイです。マ
マとはまた違う、男性ならではの育児のや
り方や考え方もあるので、双方の目線を大
事にしながら、第三者の視点でアドバイス
をしています。戸田のパパたちの憩いの場
として、気軽に利用してもらえたら嬉しい
です。

子育てアドバイザー  小
こ

松
ま つ

原
ば ら

 恵
め ぐ

美
み

さん
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