
問合せ

☎34・6975　FAX34・6929
※午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日も受付）

新型コロナウイルス
ワクチン接種に関するお知らせ01

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

　現在、国からのワクチン供給量の減少に伴い、集団接種の計画を見直しながら、市内医療機関での個別接種
などとあわせてワクチン接種を行っていただいています。
　引き続き、ワクチン接種に関する情報は、市ホームページなどに順次掲載をしていきますので、ご確認くだ
さい。11月末を目指し、希望する市民全員のワクチン接種が完了できるよう接種を進めていきますので、慌て
ず冷静に対応してください。
　また、職場や周りの人などへの接種の強制や、接種を受けていない人への偏見や差別につながる行為、人権
侵害、誹謗中傷などは絶対に行わないでください。

Ｑ　ワクチン接種後に新型コロナウイルスに感染することはありますか
Ａ　ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感染する場合があります。また、ワクチンを接種し

て免疫がつくまでに１～２週間程度かかり、免疫がついても発症予防効果は100㌫ではありませ
ん。２回目の接種後も引き続き、マスクの正しい着用、手洗い、手指の消毒、３密の回避の基
本的な取組の徹底にご協力ください。

Ｑ　海外渡航の予定はないが、接種記録を証明したい場合は交付できますか
Ａ　「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）」は、海外渡航の際に必要な

人へ交付するものです。それ以外の人で接種記録を必要とする場合は、接種時に発行される　
「接種済証」か「接種記録書」をご利用ください。

Ｑ　ワクチンを接種して１週間くらい経ってから、腕にかゆみや痛み、腫れや熱感、赤みがでてき
ました。どうすれば良いですか

Ａ　発疹がかゆい場合は、冷やす、あるいは抗ヒスタミン剤やステロイドの外用薬（軟膏な
ど）を塗る

ことで症状が軽くなります。ワクチンの副反応であれば、数日で改善します。

Ｑ　変異株の新型コロナウイルスにも効果はありますか
Ａ　一般論として、ウイルスは絶えず変異を起こしていくもので、小さな変異でワクチンの効果が

なくなるというわけではありません。それぞれの変異株に対するワクチンの有効性がどのくら
いあるのかについても、確認が進められています。

Ｑ　妊娠中・授乳中・妊娠を計画中ですが、ワクチンを接種することができますか
Ａ　妊娠中、授乳中、妊娠を計画中の人もワクチンを接種することが

できます。ワクチンが妊娠、胎児、母乳、生殖器に悪影響を及ぼ
すという報告はありません。ワクチンを接種するか悩んでいる人
は、主治医に相談してください。

　12～15歳（平成17年７月１日～平成21年７月31日に生まれた人）の対象者に接種券を発送しました。
※令和３年８月１日以降に12歳の誕生日を迎える人へは、誕生月の翌月に順次接種券を発送します

　海外渡航の際に防疫措置等の一部緩和を相手国などが判断する上で活用できるようワクチン接種を証明する
「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）」を発行しています。新型コロナウイルスワ
クチンを接種した人で、以下の要件を満たす場合は申請に基づき発行します。
■対象
　次のいずれも満たす人
　① 豊田市が発行した接種券を使い新型コロナウイルスワクチンの接種をした人
　② 海外渡航を予定している人
■申請場所
　感染症予防課（東庁舎４階）か郵送　※今後変更する場合があります
■必要なもの
　申請書、パスポート、接種券、接種済証か接種記録書な

ど

※詳しい申請方法は、市ホームページか新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターで確認してください

気になる！　新型コロナウイルスワクチンQ＆A
（厚生労働省コロナワクチンナビ「新型コロナワクチンQ＆A」（８月10日時点）などを基に作成）

新型コロナウイルスワクチン接種について

・12～15歳の人が接種する場合は、保護者が同伴し、予診票へ署名する必
　要があります
※中学生以上で接種医療機関（接種会場）が認める場合には、保護者の同
　伴がなくても接種を受けることが可能です
・家族での話し合いやかかりつけ医への相談などをしたうえで、ワクチン
　の接種をするかどうか判断してください

　マスクの着用により、皮膚からの熱が逃げにくく体温調節がしづらくなった
り、気づかないうちに脱水になったりすることがあります。暑さを避け、水分
を摂るなどの「熱中症予防」とマスク、換気などの「新しい生活様式」を両立させ
ましょう。

熱中症にご注意を！！

ホームページ

12～15歳の接種券の発送について

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）の発行について

ひぼう
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この秋、豊田市の魅力満載な
映像作品が公開されます02

経営戦略課

　母の他界で走ることに挫折した少女が、神々
の導きにより東京から出雲へと駆け出す物語。
●公開予定
　10月　全国公開
●出演
　蒔田彩珠（主人公）、坂本真綾、入野自由、神
谷明、柴咲コウ、井浦新、新津ちせ、上田まり
え（WE LOVE とよたスペシャルサポーター）ほ

か

　近未来を舞台に、人々を襲う「オニ」と呼ばれる謎の怪物から
平和を守るために戦う高校生たちの成長を描く物語（全12話）。
●放送予定
　10月～12月　中京テレビ
●出演
　茉白実歩（声優、豊田市出身、おばらシキザクラ観光大使）ほ

か

　主人公たちが原作小説の舞
台となっている小原のスポッ
トをめぐり、豊田のまちなか
を駆けるスペシャルムービー
を作成しました。また、全国
映画館のＣＭでも豊田市が紹
介されます。

たいらゆうな おがた

もりさき ふかがわ  ま い たけうちりき

ましろ　み ほ

まきた　あじゅ さかもと まあや いりの    み ゆ

しばさき いうら あらた うえだにいつ

ふじた 　ゆみこ

　７月に豊田スタジアムで行わ
れた主題歌「神無－ＫＡＮＮＡ
－」（歌：miwa）のレコーディ
ングに市内の小学生が手拍子で
参加しました。映画の本編シー
ンの劇中で流れます。

すがわらけん

しのへとしなり
にしむら　 　 　 ひこ

かみ

や あきら

ⓒ東海テレビ・テレパック

ⓒ2021「僕と彼女とラリーと」製作委員会

ⓒ2021映画「神在月のこども」製作御縁会

ⓒシキザクラ製作委員会

■主題歌レコーディングに市内小学生が参加！

■市制70周年記念スペシャル
　ムービーを作成

東海エリア発オリジナルアニメ
　　　　「シキザクラ」　＜TVアニメーション＞

その島国の根に在る場所へ。駆ける少女の物語
　　　　「神在月のこども」　＜劇場オリジナルアニメーション＞

■茉白実歩さん
　のコメント
　初めて小原の
四季桜を見た際
に、胸が踊った

ことを今でも覚えています。
アニメ「シキザクラ」とともに、
豊田市や小原の魅力をもっと
多くの人に知ってもらい、足
を運んでもらえるように精一
杯盛り上げていきます。

■作品に登場するスポット

川見四季桜の里近くの柿ケ入遊歩道から見
た風景。桜と紅葉が同時に咲く様子が幻想
的です。

賀茂原神社。巫女一族であるヒロインと深
いつながりを持つ物語の重要な「鍵」となっ
ています。

　小原地区はじめ、市内各所が重要な舞台
として登場します。豊田市がどのように描
かれるのかお楽しみに。

■原作・コミュニケーション監督
　四戸俊成さんのコメント
　豊田市の映画を活かしたまちづくり事業に当初
から関わっており、その御縁が映画制作のひとつ
のきっかけとなっています。原作小説の中では、
豊田市が描かれています。豊田市は映画「神在月
のこども」のキックオフの地です。豊田市の皆さ
ん、今秋の全国公開を楽しみにしてください。 

公式サイト

豊田市×「シキザクラ」特設ページ

　豊田市の夏を舞台に、就職活動中の主人公を軸に家族のきずな、ふるさとのぬくもり、若者の成長を描くホ
ームドラマ。
●放送予定
　９月12日（日）午後１時25分～２時50分　東海テレビ
●出演
　平祐奈、菅原健、藤田弓子、イッセー尾形ほ

か

●主なロケ地
　広瀬やな、旧三河広瀬駅、矢作川な

ど

　豊田市の魅力が詰まった映画やドラマ、アニメーション作品が公開されます。是非、映画館やテレビで豊田
市の魅力を感じてください！

　葛藤を抱えた若者が故郷の美しい自然と人々の温かさ
に触れ、ラリーを通じて自身の夢と大切なきずなを取り
戻す姿を描いた心温まるヒューマンストーリー。
●公開予定
　９月24日（金）　イオンシネマ豊田KiTARAで先行公開
　10月１日（金）　全国公開
●出演
　森崎ウィン、深川麻衣、西村まさ彦、竹内力、
　佐藤隆太、ガンバレルーヤよしこ（WE LOVE とよた
   スペシャルサポーター）ほ

か

●主題歌
　「JOYRIDE」　歌：加藤ミリヤ（WE LOVE とよたス
　ペシャルサポーター）
●主なロケ地
　川見四季桜の里、香嵐渓、美術館、鞍ケ池公園、
　豊田スタジアム、豊田大橋な

ど

な

さとう りゅうた

かとう

つかもとれんぺい

逆境を笑顔で乗り越える「孫」と「祖父」のコミカルでハートフルな物語
　　　　「我が家の夏 ～リバー・サイド・ファミリー～」　＜TVドラマ＞

■脚本　いとう菜のはさんのコメント
　ひまわりネットワーク開局の年、私は番組制作スタッフとして、市内各地を飛び回っていました。矢作
川の豊かな流れはあの時のままで、人生の岐路で苦悩するヒロインの姿に、駆け出しだった頃の自分を思
い出しました。豊田市をふるさとに持つ人の心の中には、必ず矢作川の風景があると思います。このドラ
マで、清流の底に眠るそれぞれの心の宝物を思い出していただけたら…。私を育ててくれた豊田市へのご
恩返しになれば嬉しいです。

公式サイト

夢ときずなを取り戻す、心あたたまる物語
　　　　「僕と彼女とラリーと」　＜映画＞

■監督・脚本　塚本連平さんのコメント
　豊田市の皆様のおかげで豊田市の秋の魅力満
載の美しい映画が出来ました。ラリーの魅力と
チャレンジする人々をテーマに、豊田市の「チ
ャレンジするまち」というイメージを重ねた本
作品は、笑えて、ハラハラして、そして心に残
るエンターテインメントになりました。家族愛、
人とのきずな、諦めない気持ちを描いた本作品
を是非、お楽しみください。

公式サイト

※ツーリズムとよたのホームページで上記４作品のロケ地などの詳細がご覧になれます ツーリズムとよた
特設ページ
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ンの劇中で流れます。

すがわらけん

しのへとしなり
にしむら　 　 　 ひこ

かみ

や あきら

ⓒ東海テレビ・テレパック

ⓒ2021「僕と彼女とラリーと」製作委員会

ⓒ2021映画「神在月のこども」製作御縁会

ⓒシキザクラ製作委員会

■主題歌レコーディングに市内小学生が参加！

■市制70周年記念スペシャル
　ムービーを作成

東海エリア発オリジナルアニメ
　　　　「シキザクラ」　＜TVアニメーション＞

その島国の根に在る場所へ。駆ける少女の物語
　　　　「神在月のこども」　＜劇場オリジナルアニメーション＞

■茉白実歩さん
　のコメント
　初めて小原の
四季桜を見た際
に、胸が踊った

ことを今でも覚えています。
アニメ「シキザクラ」とともに、
豊田市や小原の魅力をもっと
多くの人に知ってもらい、足
を運んでもらえるように精一
杯盛り上げていきます。

■作品に登場するスポット

川見四季桜の里近くの柿ケ入遊歩道から見
た風景。桜と紅葉が同時に咲く様子が幻想
的です。

賀茂原神社。巫女一族であるヒロインと深
いつながりを持つ物語の重要な「鍵」となっ
ています。

　小原地区はじめ、市内各所が重要な舞台
として登場します。豊田市がどのように描
かれるのかお楽しみに。
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のこども」のキックオフの地です。豊田市の皆さ
ん、今秋の全国公開を楽しみにしてください。 

公式サイト

豊田市×「シキザクラ」特設ページ

　豊田市の夏を舞台に、就職活動中の主人公を軸に家族のきずな、ふるさとのぬくもり、若者の成長を描くホ
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か
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ど
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ど

な

さとう りゅうた

かとう

つかもとれんぺい
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恩返しになれば嬉しいです。

公式サイト

夢ときずなを取り戻す、心あたたまる物語
　　　　「僕と彼女とラリーと」　＜映画＞

■監督・脚本　塚本連平さんのコメント
　豊田市の皆様のおかげで豊田市の秋の魅力満
載の美しい映画が出来ました。ラリーの魅力と
チャレンジする人々をテーマに、豊田市の「チ
ャレンジするまち」というイメージを重ねた本
作品は、笑えて、ハラハラして、そして心に残
るエンターテインメントになりました。家族愛、
人とのきずな、諦めない気持ちを描いた本作品
を是非、お楽しみください。

公式サイト

※ツーリズムとよたのホームページで上記４作品のロケ地などの詳細がご覧になれます ツーリズムとよた
特設ページ
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　台風のシーズンですが、水害だけでなく地震災害への備えも忘れてはいけません。「南海トラフ地震」は、今
後30年以内の発生確率が80㌫と言われ、いつ起こってもおかしくない状況です。災害発生時、自分の命は自分
で守るしかありません。自分自身が助からなければ、大切な人を助けることはできません。いざという時のた
めに、事前にできる自助の取組を進めましょう。

家具の配置の見直しや転倒防止対策を！

最低３日、できれば７日分の備蓄を！

●家具の転倒・落下・移動による負傷を防ぐため、固定をしましょう
●万一転倒しても避難経路をふさがないよう配置の工夫をしましょう。家具や
　落下しやすいものは置かないなど普段から整理・整頓を行いましょう
●特に寝室は安全にしましょう

　大規模災害が発生すると、３日間は食料や日用品が手に入り
にくくなります。また、避難所に大勢の人が避難してきた場合
には、行き渡らないことも考えられます。自宅や避難先で困ら
ないために、必要な物を用意しておきましょう。あわせて、マ
スク、消毒液、体温計など感染症対策グッズも用意しましょう。

９月１日（水）～来年12月31日（土）は、
豊野高校体育館が利用できません。
この期間は、渡刈こども園を臨時の
緊急避難場所兼避難所に指定します。

■指定緊急避難場所兼避難所の変更■

正確な情報の入手を！
　防災行政無線、緊急メールとよた、防災ラジオ、市ホームページなどから正しい情報を
収集し、落ち着いて行動しましょう。
　防災ラジオは、避難情報や緊急地震速報などを音声や警告音でお知らせします。購入は、
防災対策課窓口やファックス、市ホームページから申し込んでください。

　●問合せ　上下水道局総務課（☎34・6653　FAX36・5529　✉jyougesuisoumu@city.toyota.aichi.jp）

問合せ

☎34・6750　FAX34・6048
✉bousai@city.toyota.aichi.jp

９月１日は「防災の日」
地震災害に備えよう！03

防災対策課

　今年の豊田マラソン大会は、従来のコースを走る「現地参加」と好きな時間に好きな場所を走ることができる
「オンライン参加」の２つの方法で開催します。

●とき　　12月４日（土）午前０時～12日（日）正午
●対象　　ＴＡＴＴＡ（タッタ）アプリが利用可能で、国内に居住している人
●内容　　上記アプリを使ってＧＰＳ計測を行いながら、好きなコースを走る
●定員　　500人
●参加費　3,000円
●参加賞　Ｔシャツ　※郵送 

現地開催

オンライン開催

問合せ

☎31・0451　FAX35・4773
✉t-taikyo@hm6.aitai.ne.jp

04
スポーツ協会

豊田マラソン公式サイト

とよたエールマラソン2021
ザ・チャレンジ

●とき　　12月12日（日）午前７時30分～正午
●ところ　豊田スタジアム、周辺道路
●参加賞　【10キロ㍍】Ｔシャツ、マスク　【２キロ㍍】マスク

※完走賞【10キロ㍍】タオル、飲料水　【２キロ㍍】飲料水
●そのほか　新型コロナウイルス感染症の状況により、オンライン開催に切り替える場合が

あります（10月下旬頃決定）。会場周辺に駐車場はありませんので、公共交通機
関、大会シャトルバス（有料200円）、自転車、徒歩などで来場してください。

≪共通≫
■申込み　９月５日（日）午前０時～30日（木）午後11時59分に豊田マラソン大会公式サイトに必要事項を入力
　　　　　※定員になり次第受付終了。インターネット以外での申込みはできません
■そのほか　・特典として市内特産品を抽選で進呈します
　　　　　・参加時は、交通ルールの順守、適度な水分補給や休憩をしてください
　　　　　・交通規制は、広報とよた12月号でお知らせする予定です

参加費 参加資格スタート時間 定員 制限時間

競
技

ジ
ョ
ギ
ン
グ

10キロ㍍

２キロ㍍

２キロ㍍

高校生男子・一般男子１部～６部
高校生、29歳以下、30歳代、40歳
代、50歳代、60歳代、70歳以上
一般女子１部～５部
29歳以下、30歳代、40歳代、
50歳代、60歳以上
中学生（男・女）
小学生（男・女）

一般
高校生
中学生
小学生以下（４歳以上）

一般
　4,000円
高校生
　3,000円

1,000円

一般
　1,500円
高校生以下

（４歳以上）
　1,000円

午前９時30分
午前９時33分

午前９時50分
午前10時５分

2,000人

2,000人

各250人

80分

28分

28分

高校生以上

１～３年生
４～６年生
４歳以上
※未就学児
１人につき
保護者１人
同伴

その１

その2

その３

家具固定の例

ポール式
器具

連結金具

ストッパー さしこむ

あて板などで強度を補強

午前10時45分

午前10時30分

部門

　災害時など、いざという時の備えに長期保存可能なペットボトル水「とよた水物語」をご利用ください。

災害備蓄用ペットボトル水「とよた水物語」を販売しています

■商品（５年間保存できます）
　・500ミリ㍑ × 24本  １箱　2,160円（税込み）
　・２㍑ × ６本　　  １箱　1,620円（税込み）
■受取方法・支払い　※いずれも事前申込みが必要
　①水道サービス協会（元宮町、祝日を除く月～金曜日午前９時～午後５時）で直接受取。納付書で金融機
　関窓口で支払い　②自宅へ郵送（商品代のほか１箱につき送料1,090円が必要）。受取時に現金で支払い
■申込み
　市ホームページの申込みフォームに必要事項を入力
　※インターネットが利用できない場合は、上下水道局総務課に相談してください

とよた水物語 検索

HP番号／1002457

（ＴＡＴＴＡ（タッタ）アプリ画面イメージ）
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