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接種スケジュールや
接種会場などの
詳細は、
2ページ目以降を
ご一読ください。

　オミクロン株対応ワクチン接種について国から方針が示されたため、日野市
でも接種を実施します。なお、今後国で行う法令改正などの検討状況によって
は、今号に掲載している情報を更新する場合がありますので、ご注意ください。

　ファイザー社製ワクチン、モデルナ社製ワクチンのオミクロン株対応ワクチン
の薬事承認において、どちらのワクチンも従来ワクチンとおおむね同様の症状が
みられました。

【留意事項】
・オミクロン株対応ワクチン接種は、現時点では１人１回の実施としています。
複数の接種券をお持ちの場合、重複使用のないようご注意ください
・新型コロナワクチン接種の実施期間は、国の方針で令和5年3月31日（金）まで
延長となりました
・今後、従来ワクチンによる接種は、初回接種（1・2回目接種）のみになります

接種後7日間に現れた症状

出典：特例承認に係る報告書より改編

接種により
期待される効果

・従来ワクチンを上回る重症化予防効果
・オミクロン株に対する感染予防効果や発症予防効果
・今後の変異株に対して有効である可能性がより高い
出典：新型コロナワクチンの製造株に関する検討会　第二次取りまとめ

開始時期 ９月29日から順次開始
※詳細は2～3ページ記載の「接種スケジュール」をご確認ください

接種対象者 初回接種（1・2回目接種）を完了した12歳以上の方
※初回接種がまだの方は、従来ワクチンによる接種を完了してください

ワクチンの種類 オミクロン株（BA.1）と従来株に対応した2価ワクチン
※ファイザー社製ワクチンは12歳以上、モデルナ社製ワクチンは18歳以上

接種間隔
最終接種から5カ月以上
※ 現在、国は接種間隔の短縮に向けて議論を進めています。詳細が決まり次第、市HPなどで
お知らせします

接種券
（クーポン券）

一括発送
※ 未接種で接種券がお手元にある方の３回目接種券・4回目接種券はそ
のまま使用できるため、発送しません
※ 接種券を紛失した方、また最終接種後に転入した方は、発行申請が必
要です。詳細は市HPをご確認ください

発現割合
症状

ファイザー社製ワクチン モデルナ社製ワクチン
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▲市HP
接種券（クーポン券）

厚生労働省HP▶ 

安全性

を実施します
3回目
接種以降

オミクロン株に対応したワクチンの接種
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9月29日 10月4日（火） 10月18日（火） 10月下旬以降

3回目
接種済

これまで４回目
接種の対象（※1）
であった方

４回目接種が完了した方

【接種券】 接種可能日の前月末
までに発送（予定）

【予約】接種券が届き次第開始
　　　　（予定）

【接種券】10月4日（火）発送
【予約】接種券が届き次第開始 　 

【接種券】10月4日（火）発送
　　　　　　　　【予約】10月18日（火）開始

【接種券】お持ちの接種券を使用
【予約】10月4日（火）開始

【接種券】お持ちの接種券を使用
【予約】10月18日（火）開始　 

【接種券】お持ちの接種券を使用
　　　　　※ 令和4年5月に3回目接種を終えた方のうち、60歳以上の方および既に4回目接種の申請をし

ている方は、9月末に発送しました
【予約】9月29日開始

12～39歳の方

４回目接種がまだの方

・エッセンシャルワーカー
　など（※2）
・40～59歳の方

・エッセンシャルワーカー
　など（※2）
・40～59歳の方

・エッセンシャルワーカー
　など（※2）でない
　12～39歳の方

４回目接種の
対象（※1） では
なかった方

3回目
未接種

接種会場
集団接種会場 個別接種会場

大規模接種会場

接種スケジュール

　東京都が運営する接種会場も多数あります。実施状況の変更などの詳細は、東京都の大規模接種予約
システムポータルサイトをご確認ください。
　なお、初回接種（1・2回目接種）を含む従来ワクチンの接種などを行っている会場もあります。
　都の大規模接種会場についてのお問い合わせは、東京都ワクチン接種会場コールセンター
（☎0570-034-899）へ。

会場 所在地
使用ワクチン

予約なし
接種ファイザー社製ワクチン モデルナ社製ワクチン

オミクロン株対応３・４回目※1 オミクロン株対応３・４回目※1

都庁北展望室 新宿区西新宿2-8-1  都庁第一本庁舎45階北 ● ● ●

行幸地下 千代田区丸の内2-4-1地先 ● ● ●

立川南 立川市柴崎町3-16-25 ● ● ●
三楽病院 千代田区神田駿河台2-5 ● ●

接種券は接種可能となる前月末までに送付しています。届いていない方は、発行申請をお願いします。

▶ 生活・保健センター  
日野本町1-6-2 ※臨時駐車場あり
開設時間午前9時～午後５時30分
「日野駅」から徒歩約10分。京王線「高幡不動駅」
から京王バス[日01][日02][日03]日野駅行き乗車
約10分「生活・保健センター」停留所下車すぐ

▶七生福祉センター
（七生公会堂）三沢3-50-1
開設時間午前9時30分～午後５時30分
京王線「高幡不動駅」から徒歩約7分。
多摩モノレール「高幡不動駅」から徒歩約5分 ※1 オミクロン株対応ワクチンによる3回目接種は、10月６日（木）に開始予定

※1　 4回目接種対象者とは、3回目接種完了日から5カ月経過した、
「60歳以上の方」、「18歳以上で基礎疾患などのある方」、「医
療従事者などおよび高齢者施設などの従事者の方」をいいます

※2　エッセンシャルワーカーなどとは、「医療従事者、高齢者施設従
業員、教育施設従事者、子育て関連施設従事者、清掃事業者な
どの方」および「基礎疾患などのある方」をいいます

10月4日（火）
から実施します

◀  大規模接種予約
システムポータル
サイト（東京都）

10月4日（火）から順次開始します

※ 原則、ファイザー社製のオミクロ
ン株対応ワクチンを使用します
※ 従来ワクチンは9月末までの使用
となります

市HP▶
（日野市の接種会場）

9月29日から
実施しています
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■問い合わせ先

▶新型コロナウイルスワクチン接種相談・予約センター

受付時間午前8時～午後6時
　　　（日曜日、祝日含む毎日）

▶聴覚に障害があり支援が必要な方（手帳をお持ちの方）
FAX 042-583-0294（障害福祉課のファクスです）
受付時間平日の午前8時30分から午後5時15分まで

▶視覚に障害があり支援が必要な方（手帳をお持ちの方）
　接種券（クーポン券）の封筒に、点字や音声コードで、相談・予約の専
用ダイヤルをご案内しています。

▶厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎0120-761-770
相談時間午前9時～午後9時（日曜日、祝日含む毎日）

▶東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター
☎03-6258-5802 相談時間 24時間対応（日曜日、祝日含む毎日）

▶コロナワクチンナビについて
近隣の接種会場・取り扱いワクチンを閲覧できる厚生労働省 HPです。
https://v-sys.mhlw.go.jp

! おかけ間違いのないようご注意ください

接種の予約、問い合わせはコールセンターへ

予約 ☎0120-950-391
相談 ☎0120-950-734

市窓口・医療機関での予約受付はできません

▲予約サイト

ワクチン接種は強制ではありません。
また、ワクチン接種に関する差別・偏見・いじめは許されません。

を実施します

予約開始日や接種開始日など

■５～11歳の3回目接種後７日間に現れた症状発現率の比較（ファイザー社製ワクチン）

▶予約開始日　9月29日から開始
▶接種開始日と接種会場　
集団接種会場 9月30日から生活・保健センター（日野本町1-6-2）のみで実施
個別接種会場 10月2日から実施
　　　　　　　  実施する市内医療機関は、決まり次第、市 HPに掲載します。

　厚生労働省ではワクチンの効果と副反応について、下記のように説明しています。
　詳細は、厚生労働省作成のリーフレットをご確認ください。

・5～11歳の子どもに対するワクチンの追加接種後は、オミクロン株を含む新型コロナウイルスに対する
中和抗体価（ウイルスの感染力や毒素の活性を中和できる抗体の値）が上昇します
・時間経過とともに低下した初回接種（1・2回目接種）による発症予防効果が、追加接種により回復すると報告されて
います

　5～11歳の3回目接種後７日以内に現れた症状発現率の比較（ファイザー社製ワクチン）は下記の通りです。初回接
種後と比べると、おおむね同様の症状が見られ、2回目接種時を上回るリスクは報告されていません。

出典：特例承認に係る報告書

▶小児（5～11歳）の追加接種の概要 ▶接種券（クーポン券）発送スケジュール

接種対象者 2回目接種を完了した5～11歳の方
※接種当日は保護者の同伴が必要です

接種間隔 2回目接種から5カ月以上

ワクチン 小児用ファイザー社製ワクチン
※初回接種（1・2回目接種）と同様

対象者 発送日

令和4年5月末までに2回目接種を
完了した5～11歳の方

9月末に
発送済み

報告割合 接種後の症状（2回目接種後→3回目接種後）

50％以上 疼
とう

痛
つ う

（72.2→73.9％）

10～ 50％ 疲労（46.6→45.6％）、頭痛（30.1→34.0％）、筋肉痛（12.5→18.3％）、
発
ほっ

赤
せ き

（16.5→15.6％）、腫
しゅちょう

脹（14.0→16.4％）、悪寒（10.3→10.5％）

1～ 10％ 発熱（8.8→6.7％）、関節痛（5.5→6.7％）、下痢（6.5→4.9％）、
嘔吐（1.8→2.4％）

3回目
接種

厚生労働省HP▶ 
（3回目接種のお知らせ）

　国は9月6日から、小児の追加接種（3回目接種）の実施を可能としました。日野市でも国の方針に
基づき、小児の3回目接種を実施します。
　接種により期待できる効果と、副反応などのリスクの双方について十分ご理解いただき、保護者と接種
を受けるご本人（お子さま）で、よくご相談の上、接種の判断をしてください。

効果

副反応

効果と副反応

小児（5～11歳）に対する追加接種
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