
 

オミクロン株感染拡大の収束に向けて 
杉⼾町は３回目接種（追加接種）を加速化します︕ 

 
新型コロナウイルス（オミクロン株等）の感染拡⼤を受け、杉⼾町では、国が当初⽰した接種間隔（２回

目のワクチン接種終了から原則８か⽉以上経過）の要件を７か月に短縮し、追加接種の加速化を図ります。 
 
概 要  

１ 加速化の概要 
（１）令和４年２⽉５⽇（⼟）から、「杉⼾町⽣涯学習センターカルスタすぎと」において集団接種を実施

し、令和４年２月は最大で約１万１千⼈に追加接種を⾏います。 
（２）地元医師会（杉⼾町医師会）の全⾯協⼒により、夜間帯や祝日に接種時間を拡大して追加接種

を⾏います。 
（３）更なる追加接種の加速化（接種間隔の短縮）を⾒据えて、令和３年８月末までに２回目のワク

チン接種を完了した町⺠に対し、令和４年１月中に「接種券」の発送を完了させます。 
２ 加速化による効果 

令和３年７月末までに２回目のワクチン接種を完了した⽅については、令和４年２月中に追加接種を
受けられる体制が整いました。追加接種の加速化により、新型コロナウイルス（オミクロン株等）の早期収束
が期待されます。 
３．加速化における課題 
（１）当初の計画では「接種券」を複数回に分け、接種対象となる時期に合わせて段階的に発送する予定

でしたが、一括して発送することとしました。これにより、一時的にコールセンターが混雑し、電話が繋がりに
くくなることが懸念されます。 

対策１ 通常６回線で対応しているコールセンターを、１２回線に増強します。 
対策２ インターネット予約の利⽤を呼びかけます。 
（２）ワクチンの種類によって予約が偏ることが懸念されます。 
対策 新型コロナウイルス感染症を早期に収束させるためには、必要以上にワクチンの種類にこだわらず、一

日も早く接種を受けていただくことが大切であることを呼びかけます。 
 

その他 
【別添資料】 
 （１） 杉⼾町新型コロナワクチン接種（追加接種）の概要 
 （２） 杉⼾町ホームページ「新型コロナワクチン３回目接種（追加接種）の加速化について」 
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別添資料 杉戸町新型コロナワクチン接種（追加接種）の概要 

・ ３回目接種（追加接種）時期の更なる前倒しについて 

新型コロナウイルス変異株（オミクロン株）等の急速な感染拡大を受け、令和

４年１月１３日付け事務連絡にて、３回目接種（追加接種）を更に加速するよう

厚生労働省から通知がありました。 

これを受け、杉戸町においては、「２回目のワクチン接種終了から８か月以上」

とされていた当初の接種間隔を見直し、下表のとおり７か月に短縮する取扱いに

改めました。 

対 象 者 接種間隔 

１．医療従事者等 

６か月以上 
２．高齢者施設等の入所者および従事者 

３．通所サービス事業所の利用者および従事者 

４．病院および有床診療所の入院患者 

５．１～４以外の方 ７か月以上 

・ ３回目接種（追加接種）時期の目安 

 

 

 



・ 「接種券」に印字された３回目接種（追加接種）が可能となる日付について 

「接種券」（送付物の１枚目・住所が記載さ

れている宛名台紙）には、２回目の接種を終了

してから８か月後の日付（当初の接種間隔）が

印字されています。接種間隔の短縮を図ってい

ますので、各自で日付の読替をするよう呼びか

けています。 

なお、これから印刷発注を行う「接種券」に

ついては、接種期間の短縮が適用された日付を

印字できるよう調整を進めます。 

 

・ 「接種券」の発送状況について 

対 象 者 発 送 日 発送件数 

令和３年４月に２回目接種を終了

した方（主に医療従事者） 
令和３年１１月２５日（木） ３１８ 

令和３年５月に２回目接種を終了

した方（主に医療従事者） 
令和３年１２月２３日（木） ６０３ 

令和３年５月に２回目接種を終了

した方（高齢者） 
令和４年１月５日（水） ８０２ 

令和３年６月に２回目接種を終了

した方 
令和４年１月１４日（金） ３，２９２ 

令和３年７月１日から１４日まで

の間に２回目接種を終了した方 
令和４年１月２１日（金） ３，８３０ 

令和３年７月１５日から３１日ま

での間に２回目接種を終了した方 

令和４年１月２５日（火） 

［予定］ 
５，７６５ 

令和３年８月に２回目接種を終了

した方 

令和４年１月３１日（月） 

［予定］ 
５，２７４ 

令和３年９月以降に２回目接種を

終了した方 

対象時期に応じて 

段階的に発送します 
抽出中 

 

・ 集団接種会場（カルスタすぎと会場）運用再開について 

３回目接種（追加接種）を更に加速化するため、令和４年２月５日（土）から、

杉戸町生涯学習センターカルスタすぎとにおける集団接種を実施します。 

令和４年２月の接種スケジュールについては、次頁のとおりです。 

サンプル 

２回目接種から８か月後の日付 



令和４年２月のスケジュール（追加接種のみ） 

接 種 日 時 予約枠数 使用するワクチン 

５日 土 １４:００－１７:００ ３６０ ファイザー 

６日 日 ９:００－１６:３０ ７２０ ファイザー 

１０日 木 ９:００－２０:００ １，０８０ ファイザー 

１１日 （金・祝） ９:００－２０:００ １，０８０ 武田／モデルナ 

１２日 土 １４:００－２０:３０ ７２０ ファイザー 

１３日 日 ９:００－２０:００ １，０８０ ファイザー 

１７日 木 ９:００－２０:００ １，０８０ ファイザー 

１９日 土 １４:００－２０:３０ ７２０ 武田／モデルナ 

２０日 日 ９:００－２０:００ １，０８０ 武田／モデルナ 

２３日 （水・祝） ９:００－２０:００ １，０８０ 武田／モデルナ 

２６日 土 １４:００－２０:３０ ７２０ 武田／モデルナ 

２７日 日 ９:００－２０:００ １，０８０ ファイザー 

※ 一日も早く多くの方にワクチン接種を受けていただくため、使用するワクチンの

種類は、国からの供給状況に応じて設定します。時期によっては、希望する種類

のワクチンが国から供給されない場合もあります。 

（感染拡大を早期に収束させるためには、必要以上にワクチンの種類にこだわら

ず、一日も早く接種を受けることが大切ですので、今後も町民の皆様の御理解を

求めてまいります。） 

※ 令和４年３月以降のスケジュールについては、国から供給されるワクチンの種

類・数量等が確定してから公表します。 

 

・ 「新型コロナワクチン接種無料送迎バス」の運行について 

集団接種の実施期間に合わせて、 新たに無料送迎バスの運行を開始します。 

ワクチン接種会場 （杉戸町生涯学習センターカルスタすぎと） へワクチン接種

に行かれる際は、 無料で乗車することができます。 

時刻表、利用方法等、詳細は右のＱＲコード（杉戸町ホ

ームページ）からご覧いただけます。 

ＱＲコード 
（時刻表、利用方法等） 
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新型コロナワクチン3回⽬接種（追加接種）の加速化について

当初の計画を前倒して「接種券」を発送します
「接種券」が届いたらインターネットか電話でご予約ください。

  
 新型コロナウイルスの感染拡⼤を受け、杉⼾町では、国が当初⽰した接種間
隔（2回⽬のワクチン接種終了から原則8か⽉以上経過）の要件を短縮し、ワク
チン接種の加速化を図ります。
 そのため、当初の計画では「接種券」を複数回に分け、接種対象となる時期
に合わせて段階的に発送する予定でしたが、⼀括して発送することとなりまし
た。
 
■直近の「接種券」発送スケジュール

対象
 

3回⽬
接種の
時期

 

発送⽇
 

発送件数

令和3年7⽉1⽇（⽊曜⽇）から7⽉14⽇
（⽔曜⽇）までの間に2回⽬の接種を終
了した⽅

 
令和4
年2⽉
以降

 

令和4年1⽉
21⽇（⾦曜

⽇）
 

3,830
 
9,595

令和3年7⽉15⽇（⽊曜⽇）から7⽉31⽇
（⼟曜⽇）までの間に2回⽬の接種を終
了した⽅

 

令和4年1⽉
25⽇（⽕曜

⽇）
 

5,765
 

令和3年8⽉に2回⽬の接種を終了した⽅
 

令和4
年3⽉
以降

令和4年1⽉
31⽇（⽉曜

⽇）
 

5,274
 

 
■集団接種会場（カルスタすぎと会場）の運営再開について

  令和4年2⽉5⽇（⼟曜⽇）から、杉⼾町⽣涯学習センターカルスタすぎとにお
ける集団接種を再開します。接種⽇時を祝⽇や夜間帯に拡⼤し、短期間で多く
の⽅に接種ができるよう準備を進めています。
【ワクチンの種類と予約枠数】

 接種時期
 

ワクチンの種類
 

最⼤予約枠数
 

令和4年2⽉
 

ファイザー
 

6,060
 10,740

 武⽥/モデルナ
 
4,680

 
令和4年3⽉

 
未定

 
7,920

 （予定）
 

※
 
令和4年3⽉以降の詳細については、国から供給されるワクチンの種類・数量
等が確定してから公表します。

  
■インターネット予約をご活⽤ください
 「接種券」の⼀括発送に伴って、⼀時的にコールセンターが混雑し、電話が
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https://www.town.sugito.lg.jp/index.html#map-info
https://www.town.sugito.lg.jp/cms/index584.html
https://www.town.sugito.lg.jp/m/
https://www.town.sugito.lg.jp/cms/index585.html
https://www.town.sugito.lg.jp/cms/sitemap10.html
javascript:changeBackColor(0);
javascript:changeBackColor(1);
javascript:changeBackColor(2);
javascript:changeFontSize(2);
javascript:changeFontSize(1);
javascript:changeFontSize(0);
https://www.town.sugito.lg.jp/
http://www.town.sugito.lg.jp/cms/page11118.html
http://www.town.sugito.lg.jp/cms/page11119.html
http://www.town.sugito.lg.jp/cms/page11120.html
http://www.town.sugito.lg.jp/cms/page11121.html
http://www.town.sugito.lg.jp/cms/page11129.html
https://www.town.sugito.lg.jp/
https://www.town.sugito.lg.jp/cms/index57.html
https://www.town.sugito.lg.jp/cms/index59.html
https://www.town.sugito.lg.jp/cms/index114.html
https://www.town.sugito.lg.jp/cms/index3278.html
https://www.town.sugito.lg.jp/cms/index3626.html
https://www.town.sugito.lg.jp/cms/index887.html
https://www.town.sugito.lg.jp/cms/page3007.html
http://www.town.sugito.lg.jp/cms/index3633.html


2022/01/20 17:40 杉⼾町ホームページ

https://www.town.sugito.lg.jp/cms/index3804.html 2/2

| サイトポリシー |
 〒345-8502 埼⽟県北葛飾郡杉⼾町清地2丁⽬9番29号 TEL.0480-33-1111

 開庁時間︓午前8時30分から午後5時15分 閉庁︓⼟曜・⽇曜・祝⽇・年末年始（12⽉29⽇から1⽉3
⽇）

 防災⾏政無線⾃動応答システム TEL.0120-65-5714
 (c)2007 SUGITO TOWN ALL RIGHTS RESERVED

接続先選択

⾳声ファイル:再⽣する
更新⽇:2022年01⽉20⽇

担当:杉⼾町コロナワクチンコールセンター
電話(内線):0570-021-567（平⽇ 9時〜17時）

つながらなくことが予測されます。通常、6回線のところ、2倍の12回線に増強
して対応を図りますが、電話がつながらない場合は、しばらく時間を空けてか
らかけ直してください。予約枠数は⼗分に確保していますので、慌てずに安⼼
してご予約ください。
 なお、インターネット（パソコン、スマートフォン）からは、24時間いつで
も予約が可能です。ぜひ、インターネット予約をご利⽤ください。

 

 
■3回⽬接種（追加接種）に使⽤するワクチンについて
 3回⽬接種（追加接種）では、1回⽬・2回⽬接種（初回接種）に⽤いたワクチ
ンの種類にかかわらず、メッセンジャーRNAワクチンであるファイザー社ワク
チン（コミナティ筋注）または武⽥/モデルナ社ワクチン（スパイクバックス筋
注）を使⽤します。

  杉⼾町では、国からのワクチン供給の状況に応じて、ファイザー社ワクチン
と武⽥/モデルナ社ワクチンの接種⽇を設定します。時期によっては、希望する
種類のワクチンが国から供給されない場合もありますが、新型コロナウイルス
感染症を早期に収束させるためには必要以上にワクチンの種類にこだわらず、
⼀⽇も早く接種を受けていただくことが⼤切です。皆様のご理解とご協⼒をお
願いいたします。
 なお、ワクチンの安全性や効果については、こちらをご確認ください。
 

 
3回⽬接種（追加接種）の詳細は、以下のページをご確認ください。

 
新型コロナワクチンの3回⽬接種について 
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