
田川市新型コロナウイルス
感染症ワクチン接種実施計画

（13.0版）

令和4年12月

福岡県 田川市



本市が取り扱うワクチンの種類と対象者、接種期間及び費用
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初回接種対象者 3回目接種対象者 4回目接種対象者 5回目接種対象者

乳幼児用
ファイザー社製ワクチン

生後6か月～4歳
※1回目を4歳で接種した
場合は2・3回目接種時点
で5歳でも接種可

(初回接種に3回目が
含まれる）

― ―

小児用
ファイザー社製ワクチン

5歳～11歳
※1回目を11歳で接種し
た場合は2回目接種時点
で12歳でも接種可

5歳～11歳 ― ―

ファイザー社製
従来型ワクチン

12歳以上 12歳以上
・60歳以上または18歳以上60
歳未満の基礎疾患を有する方、
医療従事者等

―

モデルナ社製
従来型ワクチン

― 12歳以上
・60歳以上または18歳以上60
歳未満の基礎疾患を有する方、
医療従事者等

―

ファイザー社製
オミクロン株対応
2価ワクチン（BA.1）（BA.4/5）

― 12歳以上 12歳以上 12歳以上（※）

モデルナ社製
オミクロン株対応
2価ワクチン（BA.1）（BA.4/5）

― 12歳以上 12歳以上 12歳以上（※）

※薬事法上、オミクロン株対応2価ワクチンの5回目接種対象者は12歳以上とされているが、従来型ワクチンの4回目接種対象者が18歳以上となっているため、現実的には18歳以上となる。

〇特例臨時接種期間 令和3年2月17日～令和5年3月31日
〇接種費用 上記期間内は無料



接種概要（乳幼児接種）
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接種対象者

●初回接種（1～3回目接種）

生後6か月から4歳までの方

対象者数：1,541人（令和4年10月24日時点、住民基本台帳）

使用ワクチン

●乳幼児用ファイザー社製ワクチン（0.2ｍｌ接種）

接種間隔・回数

●初回接種

1回目から2回目は3週間以上の間隔を空けて、2回目から3回目は8週間以上の間隔を空けて3回接種

※間隔を過ぎる場合は、できるだけ速やかに接種すること



接種概要（小児接種）
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接種対象者

●初回接種

5歳から11歳までの方

対象者数：2,873人（令和3年1月1日時点、住民基本台帳）

●3回目（追加）接種

2回目接種を完了した5歳から11歳までの方

対象者数：553人（令和4年9月20日時点、VRS）

使用ワクチン

●小児用ファイザー社製ワクチン（0.2ｍｌ接種）

接種間隔・回数

●初回接種

3週間以上の間隔をあけて2回接種 ※間隔を過ぎる場合は、できるだけ速やかに接種すること

●3回目接種

2回目接種完了から、5か月以上の間隔をあけて接種を行うことが可能



接種概要（一般・初回接種）
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接種対象者

●初回接種

12歳以上の方

対象者数：42,093人（令和3年1月1日時点、住民基本台帳）

使用ワクチン

①ファイザー社製従来型ワクチン（0.3ｍｌ接種）

②モデルナ社製従来型ワクチン（0.5ｍｌ接種）

③武田社製ワクチン（ノババックス）（0.5ｍｌ接種）

※田川市が主体として行う接種（集団接種・個別接種等）では、①のみ使用

接種間隔・回数

①ファイザー社製従来型ワクチン 3週間以上の間隔をあけて2回接種

②モデルナ社製従来型ワクチン 4週間以上の間隔をあけて2回接種

③武田社製ワクチン（ノババックス） 3週間以上の間隔をあけて2回接種

※間隔を過ぎる場合は、できるだけ速やかに接種すること



接種概要（一般・従来型追加接種）
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3回目接種対象者

●2回目接種を完了している12歳以上のすべての方

対象者数：34,622人（令和4年9月20日時点、VRS）

使用ワクチン

①ファイザー社製従来型ワクチン（0.3ｍｌ接種）

②モデルナ社製従来型ワクチン（0.25ｍｌ接種）

③武田社製ワクチン（ノババックス）（0.5ｍｌ接種）

※田川市が主体として行う接種（集団接種・個別接種等）では、①②を使用③は福岡県が大規模接種会場を設置

①②については、オミクロン株対応ワクチン接種の開始以降は原則接種終了。（初回接種は継続）

接種間隔・回数

2回目または3回目接種完了から、3か月以上の間隔をあけて接種を行うことが可能。武田社ワクチン（ノババックス）の3回目接

種は、2回目接種完了から6か月以上の間隔をあけて行うことが可能

4回目接種対象者

●3回目接種を完了している60歳以上の方、18歳以上60歳未満の基礎疾患を有する方、医療従事者等及び高齢者施設等の従事者

想定対象者数：20,000人



接種概要（一般・オミクロン株対応追加接種）
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接種対象者

●2回目接種を完了している12歳以上のすべての方

対象者数：34,622人（令和4年9月20日時点、VRS）

※4回目接種で従来型ワクチンを接種済の方は、5回目として接種可能

使用ワクチン

①ファイザー社製オミクロン株対応ワクチン（BA.1またはBA.4/5）（0.3ｍｌ接種）

②モデルナ社製オミクロン株対応ワクチン（BA.1またはBA.4/5 ）（0.5ｍｌ接種）

接種間隔・回数

前回接種完了から、3か月以上の間隔をあけて接種を行うことが可能

接種の優先順位

①従来型ワクチンの4回目接種対象者

（60歳以上の方、18歳以上60歳未満の基礎疾患を有する方、医療従事者等及び高齢者施設従事者等）

②①の接種について、一定の完了が見込まれた時点から、3回目・4回目接種対象者

※②の4回目接種券については、予約時等の混乱を防ぐため、接種間隔に基づき段階的に送付する。その際、保育士や幼稚園教

諭、小中学校教職員、消防団、警察等のエッセンシャルワーカーは、申し出により優先的に接種券を送付した。



接種券発送スケジュール①

●初回接種

5歳の誕生日を迎えた方に順次発送

●3回目接種

2回目接種完了から5か月経過した日を目安に順次発送

小児接種

初回接種

初回接種未接種の方で、田川市以外に住民票がある時点で、その市区町村から初回接種の接種券が送られてきた後に田川市に転

入された方や、接種券を紛失された方は、申請により接種券を発行（再発行）することができる。

追加接種（従来型）

2回目または3回目接種完了から、3か月が経過した日を目安に順次発送（オミクロン株対応ワクチン接種時にも使用可能）

現時点で接種券が届いている方については、その接種券がオミクロン株対応ワクチンの接種時にも使用できるため、追加で発送

はしない。前回接種完了後、田川市に転入された方や接種券を紛失された方は、申請により接種券を発行（再発行）することが

できる。 7

●初回接種

令和4年11月1日に、令和4年11月12日時点で対象者となる方に発送

その後は、生後6か月を迎えた方に順次発送

乳幼児接種



接種券発送スケジュール②

追加接種（オミクロン株対応）

●従来型ワクチンの4回目接種非対象者（12歳以上の方、18歳以上60歳未満の基礎疾患を有しない方及び医療従事者等、高齢者

施設等従事者でない方）

※接種券は、接種予約状況などに注視しながら、可能な限り前倒して発送した。

3回目接種日 発送日 到着開始日

～令和4年2月28日 令和4年9月27日 令和4年9月29日

令和4年3月1日～令和4年3月31日 令和4年10月7日 令和4年10月11日

令和4年4月1日～令和4年4月30日 令和4年10月14日 令和4年10月17日

令和4年5月1日～令和4年5月24日 令和4年10月21日 令和4年10月24日

※令和4年5月25日以降に3回目接種を完了された方には、3か月が経過した日を目安に段階的に順次発送している。
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接種券発送スケジュール③

追加接種（オミクロン株対応）

●3回目接種対象者（2回目接種完了者）

令和4年5月24日までに2回目接種を完了された方には、令和4年10月21日までに発送済み。

令和4年5月25日以降に2回目接種を完了された方には、3か月が経過した日を目安に段階的に順次発送している。

4回目接種日 発送日 到着開始日

～令和4年6月30日 ～令和4年10月25日 令和4年10月26日

令和4年7月1日～令和4年7月24日 ～令和4年10月25日 令和4年10月26日

令和4年7月25日～令和4年7月28日 令和4年10月26日 令和4年10月28日

令和4年7月29日～令和4年7月31日 令和4年10月28日 令和4年10月31日

※令和4年8月1日以降に4回目接種を完了された方には、3か月が経過した日を目安に段階的に順次発送している。

●5回目接種対象者（4回目接種完了者）

※接種間隔が5か月から3か月に短縮されたことに伴い、予約時の混雑等を防ぐ観点から、次のとおり段階的に

接種券を発送した。
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接種体制

●追加接種（従来型） 令和4年9月24日で終了

医療機関数 15か所

●追加接種（オミクロン株対応ワクチン） 令和4年10月17日から令和4年12月30日まで

医療機関数 15か所（令和4年12月から17か所）

個別接種会場

集団接種会場

●乳幼児接種（生後6か月～4歳） 原則接種間隔に合わせ土曜日に実施

●小児接種（5歳～11歳） 原則3週間に1回土曜日に実施

●初回接種（ファイザー社製従来型ワクチン） 令和4年10月5日から原則3週間に1回実施予定

●追加接種（ファイザー社製従来型ワクチン） 令和4年10月5日のみ接種可能

その後はオミクロン株対応ワクチンに移行

●追加接種（ファイザー社製オミクロン株対応ワクチン） 令和4年9月26日から実施

●追加接種（モデルナ社製オミクロン株対応ワクチン） 令和4年10月7日から実施

【接種会場】

田川市総合体育館（田川市大字伊田2250番地1）
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接種体制（高齢者施設・障害者施設入所者への巡回接種）①

集団接種会場等での接種が困難な、市内の高齢者施設及び障害者施設等入居者へ巡回して接種を行う。

●初回接種

〇接種期間 令和3年6月～7月（高齢者施設及び65歳以上の方が入所する障害者施設）

令和3年9月～10月（障害者施設）

〇接種対象者 約1,500人（高齢者施設従事者及び市外住民を含む）

〇使用ワクチン ファイザー社製従来型ワクチン

●3回目接種

〇接種期間 令和4年1月～令和4年3月（高齢者施設及び65歳以上の方が入所する障害者施設）

令和4年4月（障害者施設）

〇接種対象者 約1,500人（高齢者施設従事者及び市外住民を含む）

〇使用ワクチン ファイザー社製従来型ワクチン

施設等への巡回概要
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接種体制（高齢者施設・障害者施設入所者への巡回接種）①

●4回目接種

〇接種期間 令和4年7月～令和4年8月（高齢者施設及び65歳以上の方が入所する障害者施設）

令和4年10月（障害者施設）

〇接種対象者 約1,300人（令和4年7月22日から高齢者施設等の従事者も4回目接種対象者に該当。市外住民を含む）

〇使用ワクチン モデルナ社製従来型ワクチン／

令和4年10月からの障害者施設ではファイザー社製オミクロン株対応2価ワクチンを使用

●5回目接種

〇接種期間 令和4年11月～令和5年1月（高齢者施設及び65歳以上の方が入所する障害者施設）

〇接種対象者 約1,000人（高齢者施設等の従事者及び市外住民を含む）

〇使用ワクチン ファイザー社製オミクロン株対応2価ワクチン

※障害者施設については、4回目接種時にオミクロン株対応2価ワクチンを使用したため、5回目は巡回接種を行わない。

施設等への巡回概要
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接種体制（高齢者施設・障害者施設入所者への巡回接種）②

★施設が整える接種体制

●嘱託医やかかりつけ医との連携

・持病等があったり、体調面で接種に不安があったりする場合の事前相談

・接種後の副反応に備えるための体制の構築及び接種会場の設営

●接種後の状態観察体制の確保

・病状等により個室での接種が必要な方もいることから、施設職員等による接種後の状態観察が行える体制を構築

施設等への巡回体制

★市が整える接種体制

●巡回接種体制

医師1名（嘱託医等）、看護師2名、事務職員2名、（ファイザー社製従来型ワクチンの場合は薬剤師1名）

●関係者との連絡調整

施設担当者、医師、薬剤師等との日程調整等。施設としての嘱託医やかかりつけ医がいない場合は田川医師会と調整

市が行う巡回体制
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接種体制（入院患者及び在宅患者への接種）

集団接種会場等での接種が困難な、市内医療機関への入院患者及び在宅療養患者に対し、医療機関の協力により接種を行う。

●初回接種

〇接種期間 令和3年6月～7月（65歳以上の方）

令和3年10月（65歳未満の方）

〇接種対象者 約1,300人（市外居住者含む）

〇使用ワクチン ファイザー社製従来型ワクチン

●3回目接種

〇接種期間 令和4年1月～令和4年3月（ 65歳以上の方）

令和4年5月（ 65歳未満の方）

〇接種対象者 約800人（市外居住者含む）

〇使用ワクチン ファイザー社製従来型ワクチン／モデルナ社製従来型ワクチン

入院・在宅患者への接種概要
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接種体制（入院患者及び在宅患者への接種）

集団接種会場等での接種が困難な、市内医療機関への入院患者及び在宅療養患者に対し、医療機関の協力により接種を行う。

●4回目接種

〇接種期間 令和4年7月～令和4年9月（60歳以上の方）

令和4年11月（主に60歳未満の方）

〇接種対象者 約800人（市外住民含む）

〇使用ワクチン モデルナ社製従来型ワクチン／

令和4年11月からはファイザー社製オミクロン株対応2価ワクチンを使用

●5回目接種

〇接種期間 令和4年12月～令和5年1月（主に60歳以上の方）

〇接種対象者 約500人（市外住民含む）

〇使用ワクチン ファイザー社製オミクロン株対応2価ワクチン

入院・在宅患者への接種概要
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接種体制（医療従事者に対する自院接種）

医療従事者等に対しては、当該者の住所地外であっても接種を行うことができるため、追加接種以降は、市内の医療機関等に対

し自院での接種の実施意向調査を行い、意向を示した医療機関で接種を実施する。

●初回接種

医療従事者の初回接種は、福岡県が主体となり実施した。

●3回目接種

〇接種期間 令和3年12月～令和4年4月

〇接種機関等 28医療機関 約3,000人（市外居住者含む）

〇使用ワクチン ファイザー社製従来型ワクチン

自院接種概要
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接種体制（医療従事者に対する自院接種）

●4回目接種

〇接種期間 令和4年8月～令和4年10月

〇接種機関等 17医療機関 約2,000人（市外居住者含む）

〇使用ワクチン モデルナ社製従来型ワクチン／

令和4年10月からはファイザー社製オミクロン株対応2価ワクチンを使用

●5回目接種

〇接種期間 令和4年12月～令和5年2月

〇接種機関等 16医療機関 約1,000人（市外居住者含む）

〇使用ワクチン ファイザー社製オミクロン株対応2価ワクチンを使用

自院接種概要
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接種体制【田川市独自の取組】①

ワクチンロスを極力発生させないために、事前に田川市区長会及び民生委員児童委員理事会に説明を行い、区長、民生委員児童

委員に文書を発送し、協力を依頼した。また、市内の訪問介護事業所に勤務する介護士にも協力いただけるよう、各事業所に対

し、文書を発送した。

集団接種会場で当日キャンセルが発生した際に、電話連絡を行い、可能な限り会場にお越しいただきワクチンを接種した。

キャンセル対応協力依頼（初回接種）

15

小中学生の保護者や児童生徒への丁寧な対応を可能とすることを目的として、田川医師会及び市内医療機関（小児科・内科）の

協力を得て、医療機関で接種する「個別接種」を実施した。

●対象者 12歳～15歳の小中学生

●接種期間

〇1回目 令和3年9月27日～令和3年10月2日

接種者数 222人

〇2回目 令和3年10月18日～令和3年10月23日

接種者数 213人

●接種会場 市内15医療機関（小児科・内科）

●使用ワクチン ファイザー社製従来型ワクチン

小中学生向け個別接種（初回接種）の実施



接種体制【田川市独自の取組】②

65歳以上の方の初回接種完了後、以下の方々を優先して、順次接種を実施した。

●エッセンシャルワーカー（保育士、高齢者施設及び介護施設等の従事者、警察官等）

※学校教職員及び消防団員、市職員等は、福岡県が設置する大規模接種会場で優先接種

●基礎疾患を有する方（50歳～64歳）

●基礎疾患を有する方（12歳～49歳）

優先接種の実施（初回接種）
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12歳～17歳の方々は、3回目接種としてファイザー社製従来型ワクチンのみ接種可能であることから、集団接種会場において、

当該年代の優先枠を設定し、予約を受け付けた。

12歳～17歳優先枠（3回目接種）

オミクロン株対応ワクチンの接種に伴い、新たに4回目接種券を送付する際には、予約時等の混乱を防ぐため、接種間隔に基づ

き段階的に送付することとしている。その際、保育士や幼稚園教諭、小中学校教職員、消防団員、警察官等のエッセンシャル

ワーカーは、申出により優先的に接種券を送付する。そのため、市内の該当する保育園、学校、消防団、警察各所に通知文を発

送した。なお、市外の施設等に勤務する該当職種の方には、ホームページで周知した。

接種券の優先送付（4回目オミクロン株対応）



接種予約

Web予約受付システムを活用し、「集団接種」・「個別接種」の予約を次の方法で受付

●インターネット予約受付システム

URL：https://vaccine.tsunasou.net/vac_reservation/tagawa/reserve

●LINE

友だち登録用ID：@tagawa-city

●田川市新型コロナワクチン接種コールセンター

0120－378－505

午前9時から午後6時まで

（土曜日・日曜日・祝日及び年末年始＜12月29日～1月3日＞を除く）

●田川市受付窓口

田川市役所別館1階 保健福祉課新型コロナウイルスワクチン接種対策室内

午前9時から午後4時30分まで

（土曜日・日曜日・祝日及び年末年始＜12月29日～1月3日＞を除く）

予約方法
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https://vaccine.tsunasou.net/vac_reservation/tagawa/reserve


接種のお知らせ・接種勧奨

広報たがわ令和3年2月15日号から、新型コロナウイルスワクチンに対する情報を毎号掲載している。

広報たがわ
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初回接種開始時に、予約で混乱を招いたお詫び及び予約方法等の周知として、タウンメールを活用し、令和3年4月26日、市内の

全戸に文書を発送した。

タウンメールを活用した全戸配布

随時最新情報を掲載

ホームページ

随時最新情報を掲載

市公式LINE

令和4年8月31日に、3回目接種を行っていない市民約6,200人に向け、接種を勧奨する内容のはがきを送付した。

接種勧奨はがき

令和4年9月2日に、3回目接種は完了しているが4回目の接種券を発券していない市民約7,200人に対し、文書及び発券届出書を送

付し、接種の検討について勧奨した。

基礎疾患を有する方への勧奨



新型コロナウイルスワクチン予防接種の証明

予診票と同時に送付し、接種会場でワクチンのロットシールを貼付し、接種日時などを記載し、返却したもの

申請の必要なし

新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時接種）
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スマートフォンで専用アプリをダウンロードし、申請・取得することで表示可能

※アプリをダウンロードでき、かつ、マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォンに限る。

予防接種証明書（電子版）

①市役所担当部署で申請

申請場所：市役所別館1階 新型コロナウイルスワクチン接種対策室

田川市保健センター

申請方法：窓口申請、郵送申請（窓口申請は土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く8時30分～17時）

必要書類：申請書、本人確認書類の写し、有効期間内のパスポートの写し（海外渡航用のみ）、返送用封筒（郵送申請のみ）

②コンビニエンスストア（セブンイレブン等）で申請 ※マイナンバーカードが必要

発行手数料：120円

申請時間：6時30分～23時

※海外用の接種証明書を取得するためには、令和４年７月21日以降に自治体窓口かアプリで海外用の接種証明書を取得している

必要がある。

予防接種証明書（紙版）



副反応等に対する対応方法

項目 対応

接種前 ・新型コロナワクチン予防接種説明書を接種券に同封し、周知を図る。
・基礎疾患を有する方や健康に不安がある方等に対して、ワクチン接種をしてよいか、

かかりつけ医に事前に相談するよう周知を図る。

接種後（会場） ・接種直後や帰宅後の注意点（副反応の症状等）について、集団接種会場内の待機場
所に掲示する。

発症に備えた対応 ・集団接種会場に救急処置に必要な物品や薬剤を備え付ける。
・集団接種会場で、看護師等が接種後15分～30分経過観察を行い、予診医師に初期対

応を依頼する。
・速やかな治療や搬送のために、集団接種の日時や会場についてあらかじめ田川地区

消防本部に情報を提供し、連携を図る。

副反応報告 ・症状を確認した医療機関（医師等）が、（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）
に対して「副反応疑い報告書」により速やかに報告し、当該情報を国（厚生労働
省）と共有する。

健康被害が発生した場合の
対応

・予防接種法上の臨時接種として、予防接種健康被害救済制度により、定期接種と同
等の被害救済を行う。

・健康被害救済給付申請の受付を行い、厚生労働省が設置する審査会でワクチン接種
による健康被害と認められた場合に、救済給付を行う。
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集団接種会場見取り図

① 受付、接種券・本人確認
検温、予診票確認
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原則予診と接種は4ブース設置

④ 接種済証交付
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30分待機スペース

15分待機スペース

15分待機スペース

帰宅

来場

（重いアレルギーを有する方）

ワクチン
充填

スペース
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ナース詰所



これまでの取組状況①

22

日時 取組内容等

令和3年1月22日 保健福祉課内に新型コロナウイルスワクチン接種対策室を設置

令和3年2月3日 集団接種会場（総合体育館）シミュレーション実施

令和3年4月9日 集団接種会場出務に関する医師説明会（田川医師会）

令和3年3月19日 市内高齢者施設等に巡回接種の希望の有無について調査

令和3年4月12日 集団接種会場出務に関する看護師説明会（総合体育館）

令和3年4月13日 集団接種会場出務に関する薬剤師説明会（田川薬剤師会）

令和3年4月16日 令和3年度中に65歳以上に達する方全員に初回接種用の接種券や予診票等を郵送

令和3年4月19日 コールセンターへの電話、Webサイトでの初回接種予約開始（第1回）

令和3年4月27日 コールセンターへの電話、Webサイトでの初回接種予約開始（第2回）

令和3年5月6日 集団接種会場での初回接種開始

令和3年5月13日 コールセンターへの電話、Webサイトでの初回接種予約開始（第2回）

令和3年5月17日 65歳以上の方の巡回接種を希望する高齢者施設等に対し、最終的な希望日程等を調整

令和3年6月2日 高齢者施設等での65歳以上の方に対する巡回接種（初回接種）開始（～7月25日）

令和3年6月15日 65歳以上の入院患者及び在宅療養患者の接種について医療機関に意向調査を実施



これまでの取組状況②
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日時 取組内容等

令和3年6月21日 優先接種（エッセンシャルワーカー）調査を担当課を通じて事業所等に照会

令和3年6月28日 65歳以上の方に対する入院患者及び在宅療養患者への初回接種開始（～7月31日）

令和3年7月15日
届出のあったエッセンシャルワーカー及び50歳～64歳の方に初回接種用の接種券や予診票等
を郵送

令和3年7月20日 エッセンシャルワーカー初回接種予約開始

令和3年7月20日 基礎疾患を有する方（12歳～49歳）の優先接種届出についてホームページに記載

令和3年7月26日 基礎疾患を有する方（50歳～64歳）初回接種予約開始

令和3年8月1日 基礎疾患を有する方（12歳～49歳）初回接種予約開始

令和3年8月1日 エッセンシャルワーカー及び基礎疾患を有する方（50歳～64歳）初回接種開始

令和3年8月2日 基礎疾患を有する方（12歳～49歳）初回接種開始

令和3年8月5日 一般（50歳～64歳）初回接種予約開始

令和3年8月6日 一般（50歳～64歳）初回接種開始

令和3年8月10日 一般（40歳～49歳）初回接種用の接種券や予診票等を郵送

令和3年8月16日 一般（40歳～49歳）初回接種予約開始



これまでの取組状況③
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日時 取組内容等

令和3年8月17日 一般（40歳～49歳）初回接種開始

令和3年8月24日 妊婦（10～30歳代）初回接種用の接種券や予診票等を郵送

令和3年8月26日 一般（20歳～39歳）初回接種用の接種券や予診票等を郵送

令和3年8月30日 妊婦（10～30歳代）初回接種予約開始（～9月10日）

令和3年9月1日 一般（12歳～15歳の小中学生）初回接種用の接種券や予診票等を郵送

令和3年9月3日 一般（20歳～39歳）初回接種予約開始

令和3年9月6日 妊婦（10～30歳代）初回接種1回目（～9月12日）

令和3年9月7日 一般（12歳～15歳の小中学生）医療機関での個別接種予約開始（～9月15日）

令和3年9月7日 一般（12歳～19歳）初回接種用の接種券や予診票等を郵送

令和3年9月8日 障害者施設入所者に対する初回接種の巡回接種（～10月15日）

令和3年9月12日 一般（20歳～39歳）初回接種開始

令和3年9月13日 一般（12歳～19歳）初回接種予約開始

令和3年9月19日 一般（12歳～19歳）初回接種開始

令和3年9月27日 一般（12歳～15歳の小中学生）医療機関での個別接種1回目（～10月2日）



これまでの取組状況④
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日時 取組内容等

令和3年9月27日 妊婦（10～30歳代）初回接種2回目（～10月2日）

令和3年10月5日 65歳未満の入院患者及び在宅療養患者初回接種開始（～10月28日）

令和3年10月18日 一般（12歳～15歳の小中学生）医療機関での個別接種2回目（～10月23日）

令和3年10月19日 追加接種（3回目）に向けた医療機関自院接種に関する照会文発出

令和3年11月16日 予防接種実施規則一部改正。令和3年12月1日から追加接種（3回目）の実施が可能となる

令和3年11月26日 2回目接種から8か月以上経過した方から順次3回目用接種券等を発送

令和3年12月16日 自院接種による追加接種（3回目）開始（～令和4年4月）

令和3年12月17日 集団接種会場で追加接種（3回目）開始

令和4年1月21日 5歳から11歳までの小児に接種するファイザー社製ワクチンが薬事承認される。

令和4年1月28日 追加接種（3回目）の一般向け個別接種を18医療機関で開始（～令和4年4月）

令和4年1月31日 追加接種（3回目）の接種間隔が8か月から6か月に完全に短縮される。

令和4年1月31日 追加接種（3回目）の高齢者施設等巡回接種・入院患者等への接種を開始（～令和4年5月）

令和4年3月4日 5歳～11歳の初回接種用接種券等を郵送

令和4年3月8日 5歳～11歳のうち、基礎疾患を有する方の予約開始



これまでの取組状況⑤
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日時 取組内容等

令和4年3月11日 5歳～11歳の一般予約開始

令和4年3月19日 集団接種会場での5歳～11歳のワクチン接種開始

令和4年3月25日 追加接種（3回目）の対象者に12歳～17歳の者が追加される。

令和4年4月13日 2回目接種から6か月を経過した12歳～17歳の者に追加接種（3回目）の接種券発送開始

令和4年4月20日 12歳～17歳の追加接種（3回目）予約開始

令和4年4月22日 12歳～17歳の追加接種（3回目）開始

令和4年5月25日
予防接種実施規則一部改正。60歳以上及び18歳以上60歳未満の基礎疾患を有する方等への
追加接種（4回目）が可能となる。接種間隔5か月

令和4年5月25日 追加接種（3回目）の接種間隔が6か月から5か月に変更される。

令和4年5月 追加接種（4回目）接種券等を郵送

令和4年6月3日 追加接種（4回目）開始

令和4年7月4日 追加接種（3回目及び4回目）の一般向け個別接種を開始（～9月24日）

令和4年7月 追加接種（4回目）の高齢者施設等巡回接種・入院患者等への接種を開始（～令和4年9月）

令和4年7月22日 追加接種（4回目）の対象者に、医療従事者及び高齢者施設等の従事者が追加



これまでの取組状況⑥
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日時 取組内容等

令和4年8月 自院接種による追加接種（4回目）開始（～令和4年10月）

令和4年8月30日 追加接種（3回目）未接種者に対する接種勧奨はがき送付

令和4年8月30日 5歳～11歳の追加接種（3回目）が接種可能となる。

令和4年9月2日 追加接種（4回目）基礎疾患を有する方のうち未届の可能性がある方に接種勧奨文書送付

令和4年9月17日 5歳～11歳の追加接種（3回目）開始

令和4年9月20日 予防接種実施規則一部改正。オミクロン株対応ワクチンの接種が可能となる。

令和4年9月26日 集団接種会場で追加接種（4回目）オミクロン株対応ワクチン接種開始

令和4年9月27日
オミクロン株対応ワクチンの接種可能により、追加接種（4回目）の対象者となった方に接
種券発送開始

令和4年10月6日 追加接種（3回目）におけるオミクロン株対応ワクチン接種開始

令和4年10月17日 オミクロン株対応ワクチンの個別接種開始

令和4年10月21日 追加接種（3～5回目）の接種間隔が5か月から3か月に変更される。

令和4年10月24日 予防接種実施規則一部改正施行。生後6か月～4歳の接種が可能となる。

令和4年10月24日 追加接種（5回目）対象者となった方に接種券発送開始



これまでの取組状況⑦
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日時 取組内容等

令和4年10月27日 集団接種会場及び個別接種会場で追加接種（5回目）オミクロン株対応ワクチン接種開始

令和4年11月1日 生後6か月～4歳の初回接種用接種券等を郵送

令和4年11月4日 生後6か月～4歳の予約開始

令和4年11月12日 集団接種会場での生後6か月～4歳の接種開始


