
袖ケ浦市新型コロナウイルスワクチン
接種実施計画 初回接種分

（概要版）

令和５年１月１３日時点

袖ケ浦市市民子育て部健康推進課

新型コロナウイルス対策支援室

※現時点での計画内容であり、今後国
の通知やワクチンの供給状況により、
適宜内容の修正、追記を行います。
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基本方針

〇ワクチン接種に対しての適時、正確な情報提供

〇ニーズに合わせた接種体制の確保

〇地域の医療機関と連携し、希望するすべての市民が

安全かつ安心して接種ができる体制を確保

〇医療提供体制の確保と集団免疫の獲得
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初回接種の基本内容（１）

〇接種対象者

生後６か月以上の接種を希望するすべての方

※開始時期

１２歳以上の方 ：令和３年５月７日開始

５～１１歳の方 ：令和４年３月１４日開始

生後６か月～４歳の方：令和４年１１月１７日開始
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初回接種の基本内容（２）

〇接種可能なワクチン

【１２歳以上の方】

ファイザー社製ワクチン、モデルナ社製ワクチン、

武田社製ワクチン（ノババックス）

【５～１１歳の方】

小児用ファイザー社製ワクチン

【生後６か月～４歳の方】

乳幼児用ファイザー社製ワクチン

※いずれも従来株対応ワクチン
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初回接種の基本内容（３）
〇接種回数と接種間隔

【１２歳以上】

接種回数：２回

接種間隔：３週間

【小児（５～１１歳】

接種回数：２回

接種間隔：３週間

【乳幼児（生後６か月～４歳】

接種回数：３回

接種間隔：１・２回目間は３週間、２・３回目間は８週間
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初回接種の基本内容（４）

〇現在、袖ケ浦市で使用しているワクチン

【１２歳以上の方】

武田社製ワクチン（ノババックス）

【５～１１歳の方】

小児用ファイザー社製ワクチン

【生後６か月～４歳の方】

乳幼児用ファイザー社製ワクチン

※いずれも個別接種会場で使用
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接種対象者の概数（１２歳以上）
区 分 対象人数 接種率 接種者数（見込み） 予約受付枠

① ６５歳以上 １８，２５４人 ８０％ １４，６０３人 １６，１００人

②
基礎疾患を有する者
（20～64歳人口の8.2%)

５，３３５人

７０％

３，７３７人 ４，７５８人

③ ６４歳～５５歳 ７，１６２人 ５，０１３人 ４，６８０人

④ ５４歳～４５歳 ９，８２１人 ６，８７５人
１２，０４１人

⑤ ４４歳～３５歳 ８，５５２人 ５，９８６人

⑥ ３４歳～２５歳 ７，０９８人 ４，９６９人
７，７２９人

⑦ ２４歳～１９歳 ２，９７９人 ２，０８５人

⑧ １８歳～１６歳 １，７３２人 １，２１２人
５，０１４人

⑨ １５歳～１２歳 ２，８８３人 ２，０１８人

１２歳以上合計 ５８，４８１人 － ４２，７６１人 ５０，３２２人

※ 年齢は令和３年４月３０日時点のもの
※ 基礎疾患を有する者の対象者は、予防接種の実施に関する手引きで算定方法が定められている。
※ 対象人数と接種者数（見込み）の合計欄は、基礎疾患を有する者の重複を除いた人数となっている。
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接種スケジュール（１２歳以上）
令和３年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 令和３年１１月～令和５年３月

医療従事者接種

4/14
65歳

以上の方
接種券
発送

65歳以上

高齢者施設
入所者・従事者

6/29
64歳

以下の方
接種券
発送

7/6～ 基礎疾患のある方・60～64歳

5/  7～ 高齢者施設入所者等を最優先とし接種を開始。
5/18～ 公共施設での集団接種開始
5/24～ 医療機関での接種開始

8/2～ 55～59歳

8/19～ 45～54歳
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8/25～ 40～44歳

9/5～ 35～39歳・妊娠中の方

9/15～ 20～34歳

9/29～ 19歳

10/3～ 12歳



小児接種の対象者の概数・スケジュール

〇対象者の概数（令和４年３月３１日時点）

４，３４４人

〇スケジュール

令和４年２月２１日 対象者へ接種券発送

３月 １日 予約受付開始

３月１４日 接種開始
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乳幼児接種の対象者の概数・スケジュール

〇対象者の概数（令和４年３月３１日時点）

２，３１２人

〇スケジュール

令和４年１１月 ２日 対象者へ接種券発送

１１月 ９日 予約受付開始

１１月１７日 接種開始
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予約受付（１）

〇１回目の接種を済ませた方の２・３回目の接種は、決められた接種

間隔経過後、同会場・同時刻で接種できるよう、市が日程を確保する。

〇接種記録のない方には、適時、接種勧奨の案内を送付する。

〇身体的理由等で予約申込ができない方には、新型コロナウイルス

対策支援室が相談対応するとともに、介護・福祉に携わる関係者と

連携し情報提供・収集をしながら個別支援を行う。

〇接種予約が困難な方（高齢者等）については、公民館や市役所各課

において、市職員が予約代行等のサポートを行う。
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予約受付（２）
〇６４歳以下の方の接種は、優先順位の高い基礎疾患のある方の受付を

令和３年７月６日から開始し、以降年齢の高い方から順に、順次、

予約受付を開始する。

〇小児ワクチン接種は、受付を令和４年３月１日から開始し、新たに５歳を

迎える方は、誕生日を迎える前月末を目途に接種券を発送し、順次、

予約受付を開始する。

〇小児ワクチン接種は、受付を令和４年１１月９日から開始し、新たに

生後６か月を迎える方は、生後６か月を迎える前月末を目途に接種券を

発送し、 順次、予約受付を開始する。
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キャンセル対応
集団接種会場において予約がキャンセルされた等の理由で余剰となったワクチンの

廃棄を防止するため、社会や暮らしを支えるエッセンシャルワーカーを優先したキャン

セル対応とする。

対象者

・ 接種会場従事者

・ 高齢者居宅サービス事業所及び訪問系サービス事業所等の介護従事者

・ ６５歳未満の高齢者施設入所者、障害者施設の入所者及び従事者

・ 保育所・保育園・幼稚園・認定こども園・こども館職員

・ 小学校・放課後児童クラブ職員、中学校職員
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市独自の優先接種
高齢者の予約受付枠の空き状況を踏まえ、業務の性質上感染防止対策が

重要でクラスター発生防止の観点、及び接種の空白期間が生じないように

するため、順次、高齢者枠として用意した受付枠を活用し、接種を進める。

対象者（集団接種のキャンセル対応の対象者とした者）

・ 接種会場従事者

・ 高齢者居宅サービス事業所及び訪問系サービス事業所等の介護従事者

・ ６５歳未満の高齢者施設入所者、障害者施設の入所者及び従事者

・ 保育所・保育園・幼稚園・認定こども園・こども館職員

・ 小学校・放課後児童クラブ職員、中学校職員
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地域医療機関等の連携による接種体制の構築

各協力医における
巡回接種としての

位置づけ

医療機関での

集団接種

高齢者施設等への

巡回接種
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身近な医療機関での

個別接種

地域の公共施設での

集団接種



医療機関への負担軽減に向けた支援

ワクチンの配分
量、予診票読み
取り等国のシス
テムへの入力を
支援

ワクチンの
配送

V-SYS
VRSの
入力支援

緊急時の
体制支援

接種の
予約受付

集団接種、個別
接種ともに市の
コールセンター、
予約サイトにて
受付

保健センターより
各サテライト型接
種施設へワクチ
ンを配送

緊急時の受け入
れ先の施設として、
袖ケ浦さつき台病
院または君津中央
病院へ依頼

医療機関への負担を軽減し、実施体制の強化を図る
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公共施設における集団接種【１８歳以上】①（令和３年５月～７月）

○会場（４か所） 市民会館・長浦公民館・臨海スポーツセンター・平川公民館

○協力医療機関 医療機関数 ２２医療機関、 協力医数 ２４名

○実施曜日、実施時間 平日以外に土日や夜間を組みこみ、接種を受けやすい体制を確保する

※ワクチンの供給量及び接種対象者数に応じて、接種実施日及び時間帯を調整していく。

区 分 受 付 予診～接種 接種～待機（最大30分）

月・火・水・金 12：45～ 13：00～15：00 15：00～15：30
木・土（一部水もあり） 12：45～ 13：00～16：00 16：00～16：30

日・祝
8：45～

13：45～
9：00～12：00

14：00～17：00
12：00～12：30
17：00～17：30

夜間 18：45～ 19：00～20：00 20：00～20：30
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公共施設における集団接種【１８歳以上】②（令和３年８月～１０月）

○会場（３か所） 保健センター.・平川公民館・臨海スポーツセンター

○協力医療機関 医療機関数 ２２医療機関、 協力医数 ２４名

○実施曜日、実施時間 就労世代に対応するため、土日・夜間を中心に接種を行う。

※ワクチンの供給量及び接種対象者数に応じて、接種実施日及び時間帯を調整していく。

区 分 受 付 予診～接種 接種～待機（最大30分）

夜間（金） 18：45～ 19：00～20：00 20：00～20：30

土 12：45～ 13：00～16：00 16：00～16：30

日
9：45～

13：45～
10：00～12：00
14：00～16：00

12：00～12：30
16：00～16：30
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医療機関における集団接種【１８歳以上】（令和３年５月～１０月）

○会場

袖ケ浦さつき台病院

〇実施曜日

日曜日

〇実施時間

（午前）9：30～11：45

（午後）13：30～15：45
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協力医療機関における個別接種【１２歳以上】①
（令和３年５月２４日～令和３年１２月１日）

○下記の１８医療機関及び非公表の２医療機関で実施
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石井内科小児科 井出医院 犬丸内科皮膚科クリニック

かんのう整形外科 Kenクリニック 佐野医院

袖ケ浦医院 袖ケ浦メディカルクリニック 高橋医院

田中医院 菱沼医院 平岡医院

福王台外科内科 山口医院（１６歳以上）
よしだ胃腸内科クリニック
（１９歳以上）

わたなべ皮フ科形成外科
クリニック



協力医療機関における個別接種【１２歳以上】②
（令和３年１２月２日～令和４年５月１７日）

○下記の７医療機関で実施
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石井内科小児科 井出医院 犬丸内科皮膚科クリニック

袖ケ浦メディカルクリニック 高橋医院 田中医院

福王台外科内科



協力医療機関における個別接種【１２歳以上】③
（令和４年５月１８日以降）

○下記の８医療機関で実施
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石井内科小児科 犬丸内科皮膚科クリニック 袖ケ浦医院

袖ケ浦メディカルクリニック 高橋医院 田中医院

福王台外科内科 山口医院（１６歳以上）



協力医療機関における個別接種【５～１１歳】①
（令和４年３月１４日～令和４年５月１７日）

○下記の１２医療機関で実施
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石井内科小児科 井出医院 犬丸内科皮膚科クリニック

かんのう整形外科 Kenクリニック 袖ケ浦医院

袖ケ浦メディカルクリニック 高橋医院 田中医院

菱沼医院 平岡医院
わたなべ皮フ科形成外科
クリニック



協力医療機関における個別接種【５～１１歳】②
（令和４年５月１８日～９月３０日）

○下記の５医療機関で実施
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石井内科小児科 犬丸内科皮膚科クリニック 袖ケ浦メディカルクリニック

田中医院 高橋医院（※）

※令和４年８月７日で終了



協力医療機関における個別接種【５～１１歳】③
（令和４年１０月１日以降）

○下記の５医療機関で実施
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石井内科小児科 犬丸内科皮膚科クリニック 袖ケ浦メディカルクリニック

田中医院 菱沼医院（※） 平岡医院（※）

※令和４年１０月２５日で終了



協力医療機関における個別接種【生後６か月～４歳】
（令和４年１１月１７日以降）

○下記の５医療機関で実施
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石井内科小児科 犬丸内科皮膚科クリニック 田中医院



副反応への対応
○接種後１５分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起

こした方、失神等を起こしたことがある方は３０分以上）、経過観察を行う。

○集団接種にあたっては、緊急時の医薬品や機材を常備するほか、接種当日

は原則、敷地内に救急隊が待機する。

○ワクチンを接種し帰宅後、体調不良になった場合の相談先としては、

必要時、「千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口」を案内する。

★接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく、副反応健康

被害救済制度により対応する。
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接種までの流れ

接種券郵送

• 市から接種券を郵送

• 予診票、接種の案内も同封

予約受付

• コールセンターまたは予約専用システムにて予約

• 集団接種、市内医療機関での個別接種ともに市で予約管理

接種１回目

• 予約した日時、場所にてワクチン接種

• 当日の持ち物：接種券、予診票、本人確認書類（保険証等）

接種２回目

• １回目から３週間の間隔を空けて２回目を接種（２回目の接種日時は市が確保）

• ただし、１回目の副反応等によっては接種できない可能性もある

治療中、持病のある方につ
いては、接種の前に主治医
に相談するよう周知する
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ワクチン管理・配送

サテライト型接種施設へは、基本型接種施設である保健センター
から、市がワクチンを配送する仕組みとする。

袖ケ浦市
保健センター

袖ケ浦
さつき台病院

メーカー倉庫 サテライト型
接種施設

サテライト型接種
施設へ配送

冷蔵で移送

・基本型接種施設

超低温冷凍庫を設置し、直接ワクチンを
受け取る施設であり、本市では２施設。

・サテライト型接種施設

基本型接種施設からワクチンの分配を
受ける医療機関
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市民への周知（１２歳以上）
月 広報

ホーム
ページ

生活安全
メール等

個別通知 チラシ等

令和３年２月 22日 開設

３月 15日号 適宜更新

４月
1日・15日号
臨時号（随時）

適宜送信
14日 高齢者分

接種券発送
医療機関等
への掲示

令和３年５月

～
令和３年１２月

5月18日 高齢者勧奨通知
5月29日 64歳以下接種券

発送開始

令和４年１月
1日号

臨時号（随時）

２月以降
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以降、年齢に応じた

各予約受付日の２週間前
を目途に順次発送



市民への周知（生後６か月から１１歳）
月 広報

ホーム
ページ

生活安全
メール等

個別通知 チラシ等

令和４年２月 21日小児臨時号 適宜更新 適宜送信 26日 小児分接種券発送
医療機関等
への掲示

３月
1日号

臨時号（随時）

４月～１０月

１１月 2日乳幼児臨時号 2日 乳幼児分接種券発送

１２月
1日号

臨時号（随時）

令和５年１月
以降
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以降、誕生月の前月末を
目途に順次発送

以降、誕生月の前月末を
目途に順次発送



ワクチン接種の予約・問い合わせ

袖ケ浦市新型コロナワクチン接種予約コールセンター

受付時間 平日 １０：００～１８：００ 土・日・祝休

受付内容 〇接種予約受付

〇接種に関するお問い合わせ

電話 ０４３（２２３）７２００

ｗｅｂ予約ページ https://jump.mrso.jp/122297/
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全般的な問い合わせ

新型コロナウイルス対策支援室

（袖ケ浦市保健センター内）

電話 ０４３８（６２）２３２３ （直通）

ＦＡＸ ０４３８（６２）２１２２
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