
18
（令和 4年 10月 2日）

集団接種（市が設営する会場）のご案内集団接種（市が設営する会場）のご案内
１０月の集団接種日程
接種時間　10 時～ 12 時／ 14 時～ 18 時（時間内で 20 分毎に区切って予約）

会場　◆ 栃木市ワクチン集団接種会場
         〔大平カインズモール内会場〕（大平町下皆川）

接種日 会場 ワクチン 対象者

10 月 7 日（金） 大平カインズモール内会場 ファイザー
（オミクロン株対応） ４回目

10 月 8 日（土） 大平カインズモール内会場 ファイザー
（オミクロン株対応） ４回目

10 月 9 日（日） 大平カインズモール内会場 ファイザー
（オミクロン株対応） ４回目

10 月 13 日（木） 大平カインズモール内会場 ファイザー
（オミクロン株対応） ４回目

10 月 14 日（金） 大平カインズモール内会場 ファイザー
（オミクロン株対応） ４回目

10 月 15 日（土） 大平カインズモール内会場 モデルナ
（オミクロン株対応） ４回目

10 月 16 日（日） 大平カインズモール内会場 ファイザー
（オミクロン株対応） ４回目

10 月 18 日（火） 大平カインズモール内会場 ファイザー
（オミクロン株対応） ４回目

10 月 21 日（金） 大平カインズモール内会場 モデルナ
（オミクロン株対応） 3・４回目

10 月 22 日（土） 大平カインズモール内会場 ファイザー
（オミクロン株対応） 3・４回目

10 月 25 日（火） 大平カインズモール内会場 ファイザー
（オミクロン株対応） 3・４回目

10 月 26 日（水） 大平カインズモール内会場 ファイザー
（オミクロン株対応） 3・４回目

10 月 27 日（木） 大平カインズモール内会場 ファイザー
（オミクロン株対応） 3・４回目

10 月 29 日（土） 大平カインズモール内会場 モデルナ
（オミクロン株対応） 3・４回目

10 月 30 日（日） 大平カインズモール内会場 ファイザー
（オミクロン株対応） 3・４回目

※日程を追加する場合は、市ホームページおよびインターネット予約サイトに掲載します。
※予約に空きがある場合には、３回目接種の方の予約枠を追加することがあります。 （個別接種のご案内は裏面へ）

県営接種会場（とちぎワクチン接種センター）でも

ワクチン接種が受けられます

①インターネット予約
　市ホームページのワクチンページ または
　右の QR コードの専用予約サイトへ

②電話予約
　   電話をかける前に、お手元に接種券をご準備く
ださい。

　栃木市コールセンター
　　☎ 0282（21）24180282（21）2418（平日 9 時～ 17 時）

会場

・とちぎ健康の森（宇都宮市）・矢板市文化会館（矢板市）
 ・ロブレ（小山市） ・ビバモール足利堀込（足利市）

１・２回目接種、３回目接種、４回目接種
を実施していますが、詳細は、栃木県ホー
ムページまたは栃木県ワクチン接種会場
コールセンター（☎ 0570-003-234）へ

オミクロン株対応ワクチン接種についてのご案内
３回目以降のワクチン接種を希望される方は、オミクロン株対応ワクチンの接種ができるようになりました。３回目以降のワクチン接種を希望される方は、オミクロン株対応ワクチンの接種ができるようになりました。
栃木市では、国の方針及びワクチンの供給量に基づき、ア、イの順番で接種対象者を拡大していく予定です。栃木市では、国の方針及びワクチンの供給量に基づき、ア、イの順番で接種対象者を拡大していく予定です。

ア　優先的な接種対象者（１０月中旬まで）
（１）現行の４回目接種対象者で未接種の方（１）現行の４回目接種対象者で未接種の方

①　６０歳以上の方
②　１８歳以上６０歳未満で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方
③　医療従事者等及び高齢者施設等の従事者の方

（２）社会機能を維持するために必要な事業の従事者（下記に勤務されている方 ) で３回目接種を受けて５か月経過した方（２）社会機能を維持するために必要な事業の従事者（下記に勤務されている方 ) で３回目接種を受けて５か月経過した方
●保育園、幼稚園、認定こども園、学童保育施設等　●子育て支援センター、児童館　●児童相談所　●特別支援学校　●小中学校

（これらに類似する施設で、児童等に対して保健福祉サービスや教育等を提供する施設の従事者については対象とします）
●保育園、幼稚園、認定こども園、学童保育施設等　●子育て支援センター、児童館　●児童相談所　●特別支援学校　●小中学校

イ　その他の対象者（１０月下旬以降）

１０月下旬からは、３回目接種を受けて５か月経過した１２歳以上の方に対象者を拡大できる予定です。
　非常に多くの方が同時に接種対象者になりますので、接種券は、３回目接種日順に発送するなど発送日を調整させていただく予定です。
　（詳細は、１０月中旬に発行予定の次報にて、改めてご案内させていただきます。）

（１）４回目接種…１２歳以上で３回目接種を受けて５か月経過した方（既に対象となっている方も含む）（１）４回目接種…１２歳以上で３回目接種を受けて５か月経過した方（既に対象となっている方も含む）

（２）３回目接種…１２歳以上で２回目接種を受けて５か月経過した方（２）３回目接種…１２歳以上で２回目接種を受けて５か月経過した方

その他のお知らせ
（１）３回目接種券、４回目接種券がお手元にある場合、その接種券をオミクロン株対応ワクチン接種にお使いいただけます。
（２）従来型ワクチンで４回目接種済の方も、５か月を経過後から、オミクロン株対応ワクチンでの接種が受けられます。
　　（ただし、国では、接種間隔の短縮等について検討を進めています。）

（３）１２歳以上の１・２回目接種は、引き続き、従来型ワクチンでの接種となります。

※上記のうち、（１）の②、③、（２）に該当する方は、接種券送付申込みが必要となります。
　対象職種・申込方法等の詳細は、市ホームページにてご確認ください。（右の QR コードからアクセスできます）



オミクロン株対応ワクチン（ファイザー）
個別接種（市内医療機関）
のご案内

　医療機関ごとに予約方法が異なります。下記の表を参照し、医療
機関へ直接ご確認のうえで予約してください。

栃木地域 医療機関名 電話番号
☆ 青木医院 ☎（20）6022
☆ 青木眼科医院 ☎（22）4641
◎ 秋元クリニック ☎（29）1131

天海内科 ☎（23）8333
☆ 池森クリニック ☎（25）2577
☆ うづまクリニック ☎（24）4821
☆ えぐち内科クリニック ☎ 080-9536-9927
☆ 大島医院 ☎（23）2116
◎ おおやクリニック ☎（24）8822

大山整形外科内科 ☎（27）4609
◎ 岡田皮フ科耳鼻咽喉科クリニック ☎（25）2525
☆ 金子内科医院 ☎（25）6031
◎ 金田医院 ☎（22）0415

河口医院 ☎（22）5752
◎ かわしまクリニック ☎（24）8239
◎ こばやしクリニック ☎（25）8300
◆ こひらメディカルクリニック ☎（20）1530
◆ 桜井こどもクリニック ☎（24）5987
◆ サンライズクリニック ☎（24）4702

すずきクリニック ☎（20）2200
☆ 関口医院 ☎（25）2223

大門内科医院 ☎（24）8131
☆ 竹田内科小児科クリニック ☎（29）1233

たまのクリニック ☎（22）3777
☆ ちづかクリニック ☎（31）3750
◆ とちぎ診療所 ☎（25）3225
☆ 栃木中央クリニック ☎（22）0057

なかつぼクリニック ☎（20）5252
◎ 中野病院 ☎（22）0031
◎ 中元内科医院 ☎（27）2325
◎ 成田内科 ☎（22）3722
◎ なんばクリニック ☎（24）7787
☆ 野﨑医院 ☎（24）4809
☆ 橋本医院 ☎（22）5875
◎ 箕輪内科 ☎（23）5588
◎ 山門クリニック ☎（22）0765
☆ よこやま内科小児科クリニック ☎（24）8102
◎ わたなべ内科・循環器科クリニック ☎（21）7528

大平地域 医療機関名 電話番号
☆ 大平下病院 ☎（43）2222
◎ 大平ファミリークリニック ☎（43）7500

小森谷内科医院 ☎（43）7327
☆ 田村医院 ☎（43）3368
☆ 鶴見皮膚科 ☎（45）2212
☆ 藤沼医院 ☎（45）1007
☆ みずほクリニック ☎（25）1222
◎ 森川内科・外科クリニック ☎（45）2225

岩舟地域 医療機関名 電話番号
☆ あまがい内科医院 ☎（55）7811

江田クリニック ☎（57）1234
☆ 熊倉医院 ☎（55）8425
◆ 小松原医院 ☎（55）2026
◆ 橋本腎内科クリニック ☎（54）3377
◎ 松永医院 ☎（55）8869

都賀地域 医療機関名 電話番号
◎ 合戦場クリニック ☎（29）1291

都賀中央医院 ☎（27）8118
☆ 百瀬医院 ☎（27）8210

西方地域 医療機関名 電話番号
◆ 高橋医院 ☎（92）7031
◎ 西方病院 ☎（92）2323

相 談 ・ 問 合 先
栃木市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

（集団接種の予約、キャンセル、一般的な相談）
　☎０２８２（21）２４１８　
　受付時間 ：平日 ９時～ 17 時

栃木県 受診・ワクチン相談センター
　（接種後の副反応など専門的な相談）
　☎０５７０－０５２－０９２
　受付時間：24 時間、土日・祝日を含む

厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター
　☎０１２０－７６１７７０（フリーダイヤル）
　受付時間：９時～ 21 時（土日祝日を含む）

オミクロン株対応ワクチンに関する情報オミクロン株対応ワクチンに関する情報

◎ 印　一般受入（かかりつけ以外の方の接種）も可能です
☆ 印　一般受入も可能ですが、条件がありますのでご確認ください
◆ 印　１～３回目接種をその医療機関で受けた方のみの受け入れです
無 印　かかりつけの方のみ または 優先です

・このワクチンは、これまで多くの方が接種を受けた mRNA
   ワクチン（ファイザー社またはモデルナ社）ですが、従来株
   に加えて、オミクロン株に対応した「２価ワクチン」です。
・従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待され 
   ています。
・薬事承認において、ワクチンの副反応は、従来型ワクチ
   ンとおおむね同様の症状であったと報告されています。

５歳から 11 歳の３回目接種について５歳から 11 歳の３回目接種について
　９月上旬から、５歳から１１歳の方も、３回目接種を受ける
ことができるようになりました。
　接種の対象となる方には、１・２回目接種から５か月経過
後に接種券を発送しています。

◎使用ワクチン：ファイザー社の子ども用ワクチン
（１・２回目と同じ）

◎接種方法：個別接種（接種実施医療機関は、市ホームペー
　　　　　   ジに最新情報を掲載しています）
◎注意点
・お子様のワクチン接種には、保護者の方の同意立ち合いが必要です。
・新型コロナワクチン接種の前後２週間は、インフルエンザワクチンを除き、
  他の予防接種ができません。なお、他の予防接種の予定がある場合は、
  母子健康手帳を確認のうえ、かかりつけの医療機関と相談してください。

※掲載のない医療機関でも、かかりつけの方やこれまで
　接種を受けた方等を対象に接種を実施する場合があり
　ます。医療機関へご確認ください。


