
オミクロン株対応ワクチンについて

対象等

○対象　初回（１・２回目）接種を完了した１２歳以上の方

接種券

次のような場合、ご相談ください

○時期をすぎても届かない
○職場・かかりつけ医等で早期に接種をする等、接種券が必要
○接種券を紛失した（再発行が必要ですので、役場へ申請してください。）

○転入してむかわ町で追加接種を希望される場合（接種歴のわかる書類をご持参ください）

令和４年１１月以降の

新型コロナウイルスワクチンについて

　今後、国の検討状況により変更することがありますので、ご注意ください。

重症化予防効果と、高い発症予防効果が期待
できるとされています。

　臨時予防接種の実施期間は、令和５年３月３１日までです。
　現段階でのむかわ町の接種体制についてお知らせします。

　　　　●オミクロン株対応ワクチンの接種間隔が短縮されます
　　　　●乳幼児（生後６か月～４歳）の初回接種が開始されます

インフルエンザワクチンは間隔の規定はありませんが、その他のワクチンとコロナワクチン
は、前後に２週間の間隔が必要ですので、ご注意ください。

接種・予約に必要です。
お手元の券はオミクロン株対応ワクチンの接種にも、使用可能です。

　　　 前回の接種から、３か月以上経過した方
　　　（該当する日がない場合、翌月１日以降）
　　　　　例）前回が１月１日⇒今回４月１日以降、前回が１月３１日⇒今回５月１日以降

　　　※オミクロン株対応ワクチン接種は一人１回の実施とされています。

○ワクチン オミクロン株と従来株に対応した２価ワクチン
（ファイザー社またはモデルナ社）
いずれのワクチンも、これまでに接種したワクチンの種類にかかわらず接種が可能で
す。
ファイザー社は１２歳以上、モデルナ社は１８歳以上となりますので、ご注意くださ
い。

○その他のワクチンとの間隔

むかわ町

　令和4年8～9月の町の集団接種会場で４回目を接種済：
　　　11月中旬以降、日時を指定した案内を同封して送付予定
　　　（12月中に集団接種を予定しています）

オミクロン株対応ワクチンを接種済 　接種券の送付なし（１人１回の接種のため）

　令和4年9月までにその他の会場で４回目を接種済：
　　　11月中に送付予定

　令和4年10月以降に４回目を接種済：12月以降順次送付予定

従来株ワクチンで４回目接種済

３回
接種済

４回目の
接種券

届いている 　送付済の接種券で接種可能

届いていない
　令和4年8月までに3回目接種済：10月下旬～11月上旬に送付予定
　令和4年9月以降に3回目接種済：11月下旬以降順次送付予定

ご自分の状況 接種券送付時期

２回
接種済

３回目の
接種券

届いている 　送付済の接種券で接種可能

届いていない 　２回目接種から２ヶ月経過した月の下旬に送付予定

接種方法

＜集団接種＞

ワクチンについて

※詳細は検討中です。決まり次第、おしらせします。

＜町外医療機関等＞

※受付期間終了後の変更・キャンセルは、電話・窓口へ直接ご相談ください。

・24時間受付可能で接種前日に通知が届く、WEB、LINEからの予約がおすすめです

【予約・お問い合わせ】 （平日８：４５～１７：３０）　

　 むかわ町　健康福祉課 鵡川地区 ：ワクチン専用ダイヤル　 ４２－２４４５
：保健グループ ４２－２４１５

穂別地区 ：ワクチン専用ダイヤル　 ４７－５４１１
：健康グループ ４５－３３２６

※密を避け、スムーズに接種ができるよう、
　時間を区切って受付します。ご了承ください。

11月1日（火）８：４５から接種日の１週間前まで

＜個別接種＞

原則として住民票のある市町村での接種となりますが、入院・入所等のやむを得ない場合は、町外でも接
種可能です。入院・施設入所等の方は医療機関・施設へ、その他の方は接種する医療機関のある市町村に
ご相談ください。　※届出が必要な場合があります。

予　　約 接種券番号が必要です。【接種券】をお手元にご用意ください。

・予約後、日時のご案内は郵送しません
・希望人数によって日程調整をお願いする場合が
　あります。　　　　　むかわ町とお友達登録のうえ、

　　　　　ご利用ください。

〇１２月以降は、両地区とも、ワクチンの配送等に合わせ調整中です。
　決まり次第お知らせしますので、しばらくお待ちください。

日程・時間・ワクチンなど、変更・追加することがあります。

　オミクロン株対応ワクチン（ファイザー社）を使用します。

WEB予約は
こちらから⇒

LINE予約はこちらから⇒

日程

【接種時の持ち物】
①予診票 ②接種済証
③身分証明書 ④お薬手帳

（内服ある方のみ）

予約期間

＜穂別ふれあい健康センター＞

日程 受付時間

11月24日（木）

11月28日（月）

午後と夜間を予定
*時間は予約の際ご確認ください

接種が受けられるのは

前回の接種から
３か月以上経過後
の同じ日以降です。

＜四季の館　たんぽぽホール＞
日程 受付時間

１1月2１日（月） 午後・夜間を予定
１1月２２日（火）

１1月２３日（水・祝）

１1月２４日（木） 午後・夜間を予定
＊時間は予約の際にご確認ください。
＊予約状況に応じて、実施時間を調整します。

午前・午後を予定

接種会場 日程 時間

穂別
診療所

12月6日（火）
16時以降
※詳細は予約時

お伝えします

11/16～

左記予約期間内に

　健康Ｇへ電話にて予約
☎４５－３３２６

*11月は集団接種を予定

予約方法

Web、LINE、電話、窓口（役場　保健Gへ）
予約枠には限りがあります

申し込みは接種日１週間前まで

調整後、予約システム等に掲載します
＊11月・１２月は集団接種を予定

鵡川
厚生病院



初回（1・２回目）接種

追加（３回目）接種

接種方法　（１～３回目接種）

※１回目の方は、１回目と２回目、両方の日程をご確認のうえご予約ください。

＜苫小牧市内＞ ※※※　苫小牧市ホームページをごらんください　※※※

●インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは間隔の規定がありません。
　インフルエンザワクチン以外の予防接種は、新型コロナワクチン接種と前後２週間以上の間
　隔が必要ですので、ご注意ください。
●接種には保護者の同伴が必要です。

接種には、母子手帳が必要です。
忘れた場合、接種できませんのでご注意ください。

〇５歳の誕生日の前日から接種できます。
○接種券は送付済です。届いていない・転入の方は、接種歴のわかる書類をご持参のうえ
　ご相談ください。
〇１１歳までは小児用のワクチン、１２歳以上は成人用ワクチンを使用します。
　１２歳以上の方は成人用の接種会場をご予約ください。

接種には、母子手帳が必要です。
忘れた場合、接種できませんのでご注意ください。

〇２回目接種から５か月以上経過後、接種できます。
○接種券は２回目接種から４か月経過した月の下旬に、順次郵送します。
　　　　例）２回目を６月に接種　⇒　１０月下旬に接種券送付

　※届かない場合や転入の方は、接種歴のわかる書類をご持参のうえ、ご相談ください。
〇１２歳の誕生日の前々日までは小児用のワクチン（１・２回目と同じワクチン）、
　１２歳の誕生日の前日以降は成人用ワクチンを使用します。

＜むかわ町内＞
日程は変更することが

あります

市内小児科医療機関にて接種しています。
＜予約方法＞①とまこまいコロナワクチンコールセンターに電話し、接種券番号を登録する。
　　　　　　②登録後、接種の予約をする。

とまこまいコロナワクチンコールセンター：0144-82-9660

○予約が必要です。
○当日の担当医は小児科医ではありません。

＜小児接種についての参考資料＞新型コロナワクチンQ＆A（厚生労働省）
　　　　　　　　　　https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/child/

５～１１歳 令和４年９月から３回目接種が特例臨時接種に位置づけられました。

●新型コロナワクチンを受けることで、感染しても症状が出にくくなり、３回目接種により
　発症予防効果が回復するとされています。
●接種により、疼痛や疲労・頭痛・発熱等の副反応が発現する場合があります。１～２回目
　と３回目では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。
●接種は強制ではありません。ご本人とその保護者の方でご検討いただき、接種するかどう
　かを決めてください。

会場 【1回目】 【2回目】 時間

四季の館
たんぽぽ
ホール

１１月２３日
（水・祝）

１２月中
調整中です 11/1～

Web、LINE、電話、窓口

役場　保健Gへ
予約枠には限りがあります

申し込みは接種日１週間前まで

穂別
診療所

12月1日（木） 12月22日（木）
16時以降
※詳細は予約時

お伝えします

11/7～

初回接種（1･2回目）、追加接種
（3回目）の予約が可能です。

左記予約期間内に健康Ｇへ電話に
て予約　☎４５－３３２６

予約方法

１〜３回⽬の全ての方がご予約できます。

１２歳以上の初回（１・２回目）接種

＜むかわ町内＞

ファイザー社ワクチン（従来株）

※１回目と２回目、両方のご都合が良い組み合わせの日程でご予約ください。
※１６歳未満の方は接種当日保護者の同伴が必要です。

＜苫小牧市内＞ ※※※　苫小牧市ホームページをごらんください　※※※

※接種券の発送時期・方法、接種時期等は、現在調整中です。
　準備が整い次第、対象の方には、ご案内等を送付予定です。

〇対象の方にはすでに接種券を送付済です。紛失・転入等の場合はご相談ください。
〇１回目と２回目はおおむね３週間の間隔をあけて２回接種します。
〇１・２回目接種では、従来型のワクチンを使用します。
　（オミクロン対応型ワクチンは３回目以降に接種可能です）
〇１６歳未満の方は、接種当日、保護者の同伴が必要です。

※日程が変更・追加になる場合もあります。
　広報のお知らせカレンダー・町ホームページ等でご確認ください。

市内医療機関にて接種しています。
ワクチン：ノババックス
＜予約方法＞①とまこまいコロナワクチンコールセンターに電話し、接種券番号を登録する。
　　　　　　②登録後、接種の予約をする。

とまこまいコロナワクチンコールセンター：0144-82-9660

※オミクロン株対応ワクチンによる接種を希望される方は、
年内に初回（１・２回目）接種を完了されることをおすすめしま
す。

●インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは間隔の規定がありません。
　インフルエンザワクチン以外の予防接種は、新型コロナワクチン接種と前後２週間
　以上の間隔が必要ですので、ご注意ください。
●接種は強制ではありません。

生後６か月～４歳 令和４年１０月から初回（１～３回目）接種が
特例臨時接種に位置づけられました。

●対象：生後６か月から５歳の誕生日の前々日まで
　　　　※５歳の誕生日の前日以降は、小児用ファイザーワクチンを接種※
●ワクチン：乳幼児用ファイザー
●回数：３回

全ての接種対象の方へ

＜接種券がお手元に届いた後、接種前に転出する場合＞
ワクチンを接種するには、接種当日に住民票のある市町村が発行した接種券が必要です。接種前に転入先の

市町村の窓口へ相談し、接種券を発行してもらってください。その際、接種歴のわかる書類（接種済証など）

をお持ちになることをお勧めします。（詳しくは転入先にご確認ください。）

３週間
（原則２０日以上）

１回目
８週間

（５５日以上）
２回目 ３回目

会場 【1回目】 【2回目】 時間

11月９日（水） 12月21日（水）

穂別
診療所

11月1日（火） 11月22日（火）
16時以降
※詳細は予約時
お伝えします

10/11～

左記予約期間内に
健康Ｇへ電話にて予約

☎４５－３３２６

鵡川
厚生病院

１６時１０分
集合

Web、LINE、電話、窓口

役場　保健Gへ
予約枠には限りがあります

申し込みは接種日１週間前まで

予約方法

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/child/

