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新型コロナウイルスワクチンの
３回目接種に関するお知らせ

問 合 せ 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎34・6975 FAX34・6929
※午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日も受付）

ホームページ

国は、国内外の感染動向やワクチンの効果の持続期間、科学的知見、諸外国の対応状況などから、３回目接
種を実施する方針を示しました。
豊田市では、国の方針に基づき、12月から医療従事者への３回目接種を開始します。その後は、２回目接種
から８か月経過した人が接種できるよう、順次接種券を発送していきます。
なお、３回目接種に関する新たな情報は、広報とよたや市ホームページなどで随時お知らせします。

対

象

２回目接種から８か月以上経過した18歳以上の市民
※ご自身の２回目接種の時期は、ワクチン接種時にお渡しした「新型コロナワクチン予防
接種済証」などで確認してください。
（例）２回目接種時期が６月中旬の場合→３回目接種は来年２月中旬以降

接種回数

１回（無料）

接種方法

個別接種…かかりつけ医などの市内医療機関
集団接種…市内の公共施設など
※予約方法やスケジュールなどは決まり次第お知らせします
※11月12日時点の情報であり、今後内容が変更になる可能性があります

気になる！

新型コロナウイルスワクチンQ＆A

Q ３回目接種には効果がありますか
Ａ ２回のワクチン接種後、時間の経過とともにワクチンの有効性が減少していくことが海外の研究で
報告されています。３回目接種をすることで、感染を防ぐ中和抗体の値が増加し、感染予防効果を
高めることができると期待されています。ただし、ワクチン接種は、本人の意思に基づき受けてい
ただくものです。接種を望まない人に強制することはありません。

Q ３回目接種の接種券はいつ送られてきますか
Ａ ２回目接種をした日から８か月が経過する約１か月前に順次発送していきます。

２回目接種時に豊田市に住民票がなかった人で、現在豊田市に住民票がある人は、接種券が発送さ
れませんので、接種券発行のための申請が必要です。また、３回目接種時に市外に転出している場
合には、転出先自治体で申請してください。なお、２回目接種をしていない人には、接種券は発送
されません。

これから１・２回目接種を希望する人へ
集団接種は終了していますので、医療機関で接種してください。接種可能な医療機関は、市ホームペ
ージやコロナワクチンナビ（厚生労働省）で確認してください。
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わたしたちのまち
「 元 気アップ教室」
豊田市をどう 思 い ま す か ？

仲 間 を集めて実施しませんか告？
第23回市民意識調査の結果報

問 合 せ 企画課
☎34・6602 FAX34・2192
✉kikaku@city.toyota.aichi.jp

ホームページ

市では、市の取組に対する評価やこれからのまちづくりに対する市民の皆さんの考えをお聞きし、今後の市
政経営の基礎資料とするため、定期的に市民意識調査を実施しています。このたび、第23回市民意識調査を実
施しましたので、主な結果についてお知らせします。ご協力ありがとうございました。
調査の概要
●対

象

市内在住３か月以上で、満18歳

■回答者の性別

以上の市民
●調査期間

６月９日～30日

●抽出方法

住民基本台帳から無作為抽出

●調査方法

調査票の配布は郵送。回収は郵

無回答
2.5％

その他
0.1％

送、インターネット
●回収結果

配布数6,500票の内、有効回答数

女性
52.4％

4,295票（有効回答率66.2㌫）
●そのほか

■回答者の年齢

80歳代
6.9％

無回答
1.9％

18・19歳
1.6％
20歳代
9.3％

70歳代
18.7％

男性
45.0％

30歳代
12.6％

40歳代
16.3％
60歳代
16.3％ 50歳代
16.4％

今回からインターネット回答を
導入（回答割合は全体の24.5㌫）

まちづくりの満足度・期待度

住みよさ

市が進めるまちづくりの取組40項目について、ど

「住みよさ満足度」は75.5㌫で、前回調査より0.8ポイン
ト増加し過去最高値

の程度満足しているかを７段階（７が最高値、４が

｢住みよい・どちらかといえば住みよい｣（以下、
『住

中間値）で聞き、平均値を算出しました。併せて、

みよい』）と回答した人の割合は75.5㌫で、過去最も高
い数値となりました。
地区別にみると、『住みよい』と回答した人の割合が

力を入れて取り組んでほしいと期待している項目
（40項目のうち３つまで選択）について聞きました。
満足度の平均値は4.19点で前回（4.26点）とほぼ同水準

、③
高い地区は、①崇化館（87.3㌫）、②井郷（86.7㌫）

でした。

梅坪台（85.4㌫）でした。

○満足度が高い上位５項目
順位

項

目

平均値

○「住みよさ満足度」の推移

１ 企業活動が盛んなまち

5.33

（％）

２ 必要な医療が受けられるまち

4.91

３ 消防・救急体制が充実しているまち

4.82

４ 出産、子育てがしやすいまち

4.77

５ 良好な水辺環境のあるまち

4.61

80
70
60

68.6％

50

65.4％

71.6％

67.6％

73.3％

75.5％

72.3％ 74.7％

40
30
20
10
0

20.9％
9.5％

22.4％
10.8％

20.9％

19.1％

10.9％

8.5％

○期待度が高い上位５項目
17.4％
8.3％

18.6％

17.3％

8.0％

16.8％

7.5％

7.0％

平成17年 平成19年 平成21年 平成23年 平成26年 平成28年 令和元年 令和３年

住みよい＋どちらかといえば住みよい
どちらともいえない
どちらかといえば住みにくい＋住みにくい

順位

項

目

割合

１ 利用しやすい公共交通が整っているまち

27.8㌫

２ 高齢者が安心して暮らすことのできるまち

17.0㌫

３ 必要な医療が受けられるまち

15.0㌫

４ 犯罪に対して安全で安心なまち

14.8㌫

５ 出産、子育てがしやすいまち

14.1㌫

第23回市民意識調査報告書は、市ホームページで公開しています
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マ イナンバーカード
受 取日時の予約を開始しま す

03

市民課マイナンバーカード交付窓口
☎34・6773 FAX37・1617
✉siminka@city.toyota.aichi.jp

ホームページ

マイナンバーカードの受取にかかる待ち時間の短縮や混雑の緩和を目的として、事前に受取
日時の予約ができるようになります。

予約受付開始

12月１日（水）午前８時30分 ※12月６日（月）受取分から

受取日が ●12月の場合

予約優先制（予約なしでも受け取れますが、予約した人が優先）

●来年１月以降の場合

祝日を除く月～金曜日：予約優先制
休日窓口開設日：完全予約制（予約した人のみ受取可。必ず予約が必要）
※休日窓口開設日は、市ホームページで確認できます

■予約方法

※受取日の３日前までに予約してください
電話で

インターネット（スマートフォンなど）で

マイナンバーカード来庁予約サイト
24時間受付可能（初日のみ午前８時30分から）
【利用者ID】交付通知書に記載された
「問合せ番号」
（数字12桁）
【パスワード】生月日（数字４桁）
４月10日生まれ→「0410」

☎0570・083・130（予約専用）
・祝日を除く月～金曜日
午前８時30分～午後５時15分
・休日窓口開設日
午前９時～午後５時

■そのほか
予約できる手続は、マイナンバーカードの受取のみです。マイナンバーカードの申請、電子証明書更新な
どの手続は来庁順に受付します
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野焼き・ゴミ焼却は禁止です

禁止されている焼却は絶対に行わない
家庭から発生した生活ごみや、家庭菜園で発生した
草木などの焼却は原則禁止されています。このような
焼却を行った場合、廃棄物処理法により懲役や罰金に
処せられることがあります。
また、禁止の例外となる焼却においても、周辺の生
活環境に影響がないように行う必要があります。風向
きや火の管理をし、
周辺に被害が及ばな
いよう注意してくだ
さい。
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廃棄物対策課

☎34・6710 FAX34・6976
✉haitai@city.toyota.aichi.jp

ホームページ

禁止されている焼却例
・家庭から発生したごみの焼却
・家庭菜園の田畑や庭で発生した木、雑草などの焼却
・事業で発生したごみの焼却
・ドラム缶や簡易焼却炉での焼却
禁止の例外となる焼却例
・どんど焼きなどの風俗慣習上・宗教上の行事を行
うために必要な焼却
・害虫駆除などを目的として行う農業を営むために
やむを得ない焼却

料金課

水 道 管を冬の寒さから
守 り ましょう
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☎34・6680 FAX34・6655
✉ryoukin@city.toyota.aichi.jp

ホームページ

水道管が凍結すると、水が出なくなるだけではなく、破裂して漏水することがあります。
凍って水が出ないときは？

夜の冷え込みに注意！

水道管にタオルをかぶせ、上か

気温が－４℃以下になると、水道管が凍ったり、

らゆっくりとぬるま湯をかける。

破裂したりするおそれがあります。むき出しの水道

注意！熱湯をかけるとひび割れす

管、北向きや風がよくあたる水道管は要注意です。

ることがあります

水道管が破裂したときは？
①水道メーター付近のバルブを

防寒の方法は？

バルブ

毛布、布など

①毛布、布などの保温材を

閉めて水を止める

巻く

②破裂した部分に布かテープを

②保温材が濡れないように、

巻き付ける

上からビニールテープな

③市指定給水装置工事事業者（市ホー

ビニールテープ

どを巻く

ムページ掲載）へ修理を依頼する

長期不在中の漏水に注意！
水道を長期間使用しないと、漏水が発生しやすくなります。給湯器や宅内の配管から漏水した場合、漏
水分の水道料金や修理費は、個人の負担となります。旅行などで長期間留守になる場合は、水道メーター
付近のバルブを閉め、漏水を防止しましょう。
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生涯スポーツ推進課

トヨタヴェルブリッツをみんなで
応援しよう！

☎34・6632 FAX32・9779
✉sports@city.toyota.aichi.jp

世界最高水準を目指すラグビー新リーグ「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE」が来
年１月７日（金）に開幕します。新リーグへの参入に合わせて、
「トヨタ自動車ヴェル
ブリッツ」は、「トヨタヴェルブリッツ」にチーム名称を変更し、チームロゴも一新
しました。トヨタヴェルブリッツをみんなで応援しよう！
市内在住の人を対象にチケットを30㌫引きで販売します
■対象試合

第１節：静岡ブルーレヴズ戦

来年１月９日（日）午後３時30分キックオフ

第３節：ＮＴＴドコモ レッドハリケーンズ大阪戦

来年１月22日（土）午後２時30分キックオフ

■試合会場

豊田スタジアム

■対象席種

メイン・バック３階指定席、メイン・バック４階指定席、１階サイドスタンド指定席
（北・南）、
２階サイドスタンド指定席
（北・南）

■販売期間

各節チケット一般販売開始日時～各試合前日

※予定枚数がなくなり次第受付終了

■購入方法

トヨタヴェルブリッツ「豊田市民優待専用会員
（無料）」に登録後、申込み
※電話、店頭、当日窓口での販売はありません

■問合せ
■そのほか

チケット購入、会員登録に関すること

✉verblitz_fanclub@linkst.jp

市民優待販売に関すること、そのほか

✉oq-rugby@mail.toyota.co.jp

豊田市民
優待専用ページ

チケット一般販売開始日時はトヨタヴェルブリッツホームページで確認してください
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