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１ 計画策定の趣旨 

   この計画は、予防接種法第２９条の規定により、第一号法定受託事務である新

型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「新型コロナワクチン」という。）

の特例的な臨時接種が、希望するすべての住民に対し円滑に実施できる体制を確

保するために策定します。 

※ 新型コロナワクチンの接種は、国が主導となり全国一律で行うことから、国

が提示する手引き及び各種通知等に基づき対応を行います。 

 

２ 新型コロナワクチン接種の目的 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、住民の生命と健康を守るため、総

力を挙げてその対策に取組み、あわせて社会経済活動との両立を図っていく必要

があります。 

新型コロナワクチンの接種は、当該ウイルスによる発熱や咳等の発症を防ぎ、

重症化やクラスターの発生等を抑制することで、感染症の蔓延防止を図ることを

目的としています。また、結果として医療負担の軽減や、さらには社会経済の安

定につながることが期待されます。 

 

３ 基本的な考え方 

ワクチン接種の進め方については、公共施設などを使用して短期集中的に多く

の方に接種を行う「集団接種」と、かかりつけ医等の身近な医療機関で接種を行

う「個別接種」があります。 

杉戸町では、原則として「集団接種」によるワクチン接種を実施し、国が定め

た接種順位に従って接種券を発送します。また、国からのワクチン供給状況やス

ケジュール等を踏まえながら、「個別接種」との併用を図ります。 

なお、新型コロナワクチンの接種は、希望者に対して実施するもので、接種を

強制するものではありません。 

 

４ 接種が受けられる期間 

令和３年５月８日から令和４年９月３０日まで（予定） 

 

５ 使用する新型コロナワクチンの種類 

ワクチンの種類 対象年齢 

ファイザー社 

コミナティ筋注（ｍＲＮＡ） 

１２歳以上（４回目接種において

は１８歳以上） 

武田／モデルナ社 

スパイクバックス筋注（ｍＲＮＡ） 

１２歳以上（３回目・４回目接種

においては１８歳以上） 

ファイザー社 

コミナティ筋注５～１１歳用（ｍＲＮＡ） 

５歳以上１１歳以下 
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６ 接種回数 

年齢区分 
接種

回数 
説 明 

６０歳以上 ４回 

・ファイザー社 コミナティ筋注 

１回目の接種後３週間後に２回目を接種し、前

回の接種後５か月が経過してから、３回目・４回

目を接種します。 

・武田／モデルナ社 スパイクバックス筋注 

１回目の接種後４週間後に２回目を接種し、前

回の接種後５か月が経過してから、３回目・４回

目を接種します。 

１８歳以上 

５９歳以下 

（基礎疾患あり） 

４回 

・ファイザー社 コミナティ筋注 

１回目の接種後３週間後に２回目を接種し、前

回の接種後５か月が経過してから、３回目・４回

目を接種します。 

・武田／モデルナ社 スパイクバックス筋注 

１回目の接種後４週間後に２回目を接種し、前

回の接種後５か月が経過してから、３回目・４回

目を接種します。 

１８歳以上 

５９歳以下 

（基礎疾患なし） 

３回 

・ファイザー社 コミナティ筋注 

１回目の接種後３週間後に２回目を接種し、２

回目の接種後、５か月が経過してから３回目を接

種します。 

・武田／モデルナ社 スパイクバックス筋注 

１回目の接種後４週間後に２回目を接種し、２

回目の接種後、５か月が経過してから３回目を接

種します。 

１２歳以上 

１７歳以下 
３回 

・ファイザー社 コミナティ筋注 

１回目の接種後３週間後に２回目を接種し、２

回目の接種後、５か月が経過してから３回目を接

種します。 

・武田／モデルナ社 スパイクバックス筋注 

１回目の接種後４週間後に２回目を接種しま

す。１７歳以下の３回目接種には、当該ワクチン

は使用できません。 

５歳以上 

１１歳以下 

２回 ・ファイザー社 コミナティ筋注５～１１歳用 

１回目の接種後３週間後に２回目を接種します。 
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７ 接種の対象者と優先順位 

接種を受ける日において５歳以上（３回目接種については１２歳以上、４回目

接種については要件を満たす１８歳以上）の方で、原則として、杉戸町の住民基

本台帳に記録されている方が対象です。 

なお、１回目接種における対象者の概数と優先順位は「表１」、３回目接種（追

加接種）における対象者数は「表２」、４回目接種（追加接種）における対象者数

は「表３」、小児（５歳から１１歳）の接種における対象者数は「表４」のとおり

です。 

表１ 新型コロナワクチン接種対象者概数（令和３年６月１日時点） 

順

位 
区 分 詳 細 対象者数 

１ 医療従事者等 総人口の３％ ※ 1,344人 

２ 高齢者 
令和２年度住民基本台帳年齢階級

別人口の６５歳以上の方の合計 
15,195人 

３ 

基礎疾患を有する方 

総人口の６．３％（６０～６５歳

未満の方） 
※ 3,164人 

総人口の４．９％（２０～６０歳

未満の方） 
※ 2,461人 

高齢者施設の従事者 総人口の１．５％ ※ 591人 

６０歳から６４歳の方 

令和３年度住民基本台帳年齢階級

別人口の６０歳～６４歳以下の方

の合計 

2,632人 

４ 
順位「１」～「３」以

外の方 

令和３年度住民基本台帳年齢階級

別人口の１２歳～６０歳未満の方 
23,570人 

※ 表中の印は、国が示した係数を元に、令和３年２月１日現在の人口から算出

した概数となります。 

 

表２ 新型コロナワクチン３回目接種対象者数（令和３年１１月１日時点） 

詳 細 対象者数 

３回目接種（追加接種）の対象となる方 

（１２歳以上で２回のワクチン接種を終える見込みの方） 
約 35,500人 

※ ３回目接種（追加接種）は、２回目の接種終了から５か月が経過した方から

順次対象となるため、改めて優先順位の設定は行いません。 
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表３ 新型コロナワクチン４回目接種対象者数（令和４年５月２５日時点） 

詳 細 対象者数 

４回目接種（追加接種）の対象となる方 

（１８歳以上で３回のワクチン接種を終える見込みの方） 
約 28,000人 

※ ４回目接種（追加接種）は、３回目の接種終了から５か月が経過した方から

順次対象となるため、改めて優先順位の設定は行いません。 

※ １８歳から５９歳の方は、基礎疾患を有する方等のみが接種対象であるため、

自己申告に基づいて「接種券」を送付します。よって、上表の対象者数には、

実際の対象者以外も含まれます。 

 

表４ 新型コロナワクチン小児（５歳から１１歳）接種対象者数（令和４年２月

７日時点） 

詳 細 対象者数 

小児（５歳から１１歳）接種の対象となる方 約 2,300人 

 

８ 接種会場の設置 

杉戸町が設置する接種会場は、以下のとおりです。 

（１）ふれあいセンターエコ・スポいずみ 

所在地：杉戸町大字木津内５２４番地 

設置期間 令和３年５月８日（土）～ 令和３年５月３０日（日） 

接種時間 

土曜日 午後２時～午後５時【３時間】 

日曜日 午前９時～正午 

午後１時３０分～午後４時３０分 

医療従事者

の人数 

土曜日 医師３名、看護師５名（３レーン体制） 

日曜日 医師２名、看護師５名（２レーン体制） 

最大の 

接種件数 

土曜日 １日当たり３６０人（１時間当たり１２０人） 

日曜日 １日当たり４８０人（１時間当たり８０人） 

（２）生涯学習センターカルスタすぎと 

所在地：杉戸町大字大島４７７番地８ 

設置期間 

令和３年６月３日（木）～ 令和３年１１月２０日（土） 

令和４年２月５日（土）～ 令和４年７月３１日（日） 

※状況により、設置期間を延長・短縮する場合があります。 

｝ 【６時間】 
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接種時間 

火曜日 午後６時～午後９時【３時間】※1 

水曜日 午後６時～午後９時【３時間】※1 

木曜日 午前９時～正午 

午後１時３０分～午後４時３０分 

午後５時００分～午後８時００分【３時間】※3 

金曜日 午後６時～午後９時【３時間】※1 

土曜日 午後２時～午後５時【３時間】 

午後５時３０分～午後７時３０分【２時間】※2 

午後５時３０分～午後８時３０分【３時間】※4 

日曜日 午前９時～正午 

午後１時３０分～午後４時３０分 

午後５時００分～午後８時００分【３時間】※3 

※1 高齢者接種の加速化に伴い、令和３年６月２２日（火）

から令和３年７月３０日（金）までに限り実施するもの。 

※2 小児及び受験生（中学３年・高校３年）に対する専用枠・

優先枠等の設定に伴い、令和３年９月１１日（土）から

令和３年１１月２０日（土）までに限り実施するもの。 

※3 ３回目接種（追加接種）の加速化に伴い、令和４年２月

１０日（木）から令和４年２月２７日（日）までに限り

実施するもの。 

※4 ３回目接種（追加接種）の加速化に伴い、令和４年２月

１２日（土）から令和４年４月３０日（土）までに限り

実施するもの。 

医療従事者

の人数 

医師 ２～４名 

歯科医師、看護師及び薬剤師 ５～８名 

（最大４レーン体制） 

最大の 

接種件数 

火・水・金曜日：１日当たり３６０人（１時間当たり１２０人） 

木・日曜日：１，０２０人（１時間当たり１７０人） 

土曜日：１日当たり８５０人（１時間当たり１７０人） 

（３）杉戸町保健センター 

所在地：杉戸町大字堤根４７４５番地１ 

設置期間 

及び 

接種時間 

① 令和３年１２月１１日（土） 

   午後２時～午後５時【３時間】 

② 令和３年１２月１２日（日） 

   午前９時～正午【３時間】 

③ 令和４年１月１６日（日） 

   午前９時～正午【３時間】 

｝ 【６時間】 

【６時間】 ｝ 
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医療従事者

の人数 

医師１～２名、看護師２～３名 

（１～２レーン体制） 

最大の 

接種件数 
１日当たり１４４人（１時間当たり４８人） 

（４）医療法人 今井病院 

所在地：杉戸町杉戸三丁目１１番１号 

設置期間 

及び 

接種時間 

① 令和３年１２月１１日（土） 

午後５時～午後５時３０分【０．５時間】 

② 令和３年１２月２６日（日） 

午前９時～午後１時【４時間】 

③ 令和３年１２月２９日（水） 

午前９時～午後１時【４時間】 

④ 令和４年１月２６日（水） 

午前９時～午後１時【４時間】 

⑤ 令和４年１月３０日（日） 

午前９時～午後１時【４時間】 

⑥ 令和４年６月６日以降の月曜日から土曜日 

※ 祝日を除く 

午後２時３０分～午後３時【３０分間】 

午後４時～午後４時３０分【３０分間】 

最大の 

接種件数 

①～⑤：１日当たり１９２人（１時間当たり４８人） 

⑥：１日当たり６人（３０分当たり３人） 

 

９ 物資及びワクチンの確保・保管 

ワクチン接種に必要な物資については、杉戸町が調達します。 

また、ワクチンについても杉戸町が国に必要数量を発注し、ディープフリーザ

ー（超低温冷凍庫）等により適切な方法で保管します。高齢者施設等の「巡回接

種」を実施する場合は、登録された医療機関（サテライト医療機関）に対し、杉

戸町から解凍したワクチンを冷蔵状態で提供します。 

 

１０ 移動手段の確保 

「集団接種」会場までの移動手段として、杉戸町内巡回バス（あいあい号）の

土日運行等を行います。（令和３年度のみ） 

また、タクシー利用者に対する運賃の一部負担を実施します。（令和３年度・令

和４年度）※タクシー利用者に対する運賃の一部負担は、対象要件があります。 

令和４年２月５日以降は、３回目接種（追加接種）における交通手段を補強す

るため、「集団接種」を実施する木曜日・土曜日（午後）・日曜日でワクチン接種
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を実施する日に限り、町内の主要個所を１時間程度で周回する無料送迎バスを運

行します。 

 

１１ 接種会場以外での接種 

（１）高齢者施設等の入所者の場合（巡回接種） 

ア 対象施設数 １８箇所 

イ 対象者数  約６００人 

ウ 接種方法 

① 当該施設接種医により施設内で接種 

② 外部接種医により当該施設において接種 

③ 外部医療機関を受診して接種 

エ 高齢者施設等従事者への接種 

自施設で高齢者等と一緒に接種を受ける場合は、各施設において接種希

望者を把握し、リストを杉戸町に提出していただきます。 

なお、経過観察時間においても介護業務が継続できるよう、施設側で人

員体制を確保していただくようお願いしています。 

オ その他 

高齢者施設等向けの説明資料を作成し、送付及びホームページへの掲載

を行います。 

（２）在宅の要介護者等（寝たきり等で移動が困難な方）の場合（在宅接種） 

ア 接種方法 

訪問診療医等による、自宅を訪問しての接種を支援します。 

※ ワクチンは、医療機関が所在する自治体で確保することとなります。 

イ その他 

居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャー等と連携し、「在宅接

種」の実施について支援します。 

 

１２ 相談体制及び予約の確保 

（１）コールセンターの設置 

設置場所 さいたま市及び神奈川県横浜市（株式会社ＪＴＢに業務委託） 

業務内容 接種の予約受付、新型コロナワクチンに関する相談対応 

人員配置 オペレーター６～１２名（ＦＡＸ、メール対応可） 

      ※令和３年６月下旬から令和３年７月末までの期間、及び令和４年

１月上旬から令和４年５月末までの期間は、オペレーターの人数

を最大２４名まで増やして対応します。 

開設期間 令和３年３月１日から令和４年７月３１日まで 
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開設時間 平日の午前９時から午後５時まで（土・日・祝日を除く） 

（２）予約方法 

受付場所 コールセンター、または専用のＷＥＢページにて受付 

開始時期 １回目接種：令和３年４月下旬 

     ３回目接種（追加接種）：令和３年１２月上旬 

     ４回目接種（追加接種）：令和５年５月下旬 

     小児（５歳から１１歳）接種：令和４年２月下旬 

 

１３ 住民への情報提供 

広報すぎと（杉戸町広報紙）、杉戸町ホームページ、公共施設への掲示等 

 

１４ 副反応等に対する対応 

接種会場では、１５分から３０分の経過観察時間を設けます。また、アナフ

ィラキシー等の重篤な副反応が発生した場合、医師による適切な応急処置が行

えるよう、フェキソフェナジン、プレドニゾロン、アドレナリン筋注等の医薬

品のほか、アンビューバック、輸液セット等の医療用具を常備します。 

なお、万一、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済制度により

対応します。 
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杉戸町健康支援課 

（杉戸町保健センター） 

〒３４５－００２４ 

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根４７４５番地１ 

 

杉戸町コロナワクチンコールセンター 

電話番号 ０５７０－０２１－５６７ 


