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１．伊達市における接種対象者数（令和２年１２月末時点）

総人口：33,896人
優先順位 対象者 人数（人）

１ 医療従事者等（総人口の３％）※ 約1,016

２ 高齢者（６５歳以上の市民） 12,502

３

基礎疾患を有する市民（総人口の4.9％）※ 約1,660

高齢者施設等の従事者（総人口の1.6％）※ 約542

６０～６４歳の市民 2,239

４ 上記以外の市民 約12,260

※実数での把握が困難なため、国の方針で定められている割合による算出



２． １、２回目接種について
（１）対象区分ごとの接種の経過

区分 Ｒ３．２～５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

①医療従事者
（約３，３００人）

３月１７日～６月２５日

②高齢者施設
入所者等（約７００人）

５月上旬
～６月下旬

③６５歳以上の高齢者
(約１１，５００人)

６月７日
～７月３１日

④基礎疾患を
有する方(４１０人)

７月下旬～※終了

⑤高齢者施設等
従事者(約４００人)

７月下旬～※終了

⑥障がい者施設
入所者等（約４００人）

７月下旬～※終了



区分 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

⑦６０～６４歳
(約２，０００人)

７月下旬～

接
種
を
希
望
す
る
方
の

２
回
目
接
種
を
終
了

⑧５０～５９歳
（約３，３３０人）

８月下旬～

⑨４０～４９歳
（約２，４００人）

８月下旬～

⑩１８～３９歳
(約４，２００人)

９月上旬～

⑪１２～１７歳
(約１，５００人)

９月上旬～
(１２歳になる方は誕生日の
翌月に順次接種券を発送)

１２月以降は１２歳の誕生日を迎える方を優先的に接種



（２）実施方法について
◎基本方針

集団接種

◎市内２会場（だて歴史の杜カルチャー

センター、大滝基幹集落センター）にて実施

◎市内医療従事者の協力を得て市が運営

個別接種

◎医療従事者：市内１３医療機関にて実施

◎住民：市内７医療機関にて実施

巡回接種

◎市内高齢者施設へ接種医が訪問し接種

職域接種

◎伊達商工会議所のとりまとめにより実施

◎余剰のワクチンを使用し住民接種も実施

新型コロナワクチン接種体制



①高齢者施設入所者等への接種（５月上旬～６月下旬）

•クラスターの発生リスクや発症後のリスク等を鑑みて、

先行的に施設内での接種を実施

•医療従事者の確保については、施設の接種医等の協力を

得て行い、その調整は施設と医療機関、市の３者間で実施

•市内２５か所の施設へ巡回接種を実施（うち４か所は

壮瞥町、洞爺湖町の医療機関の協力を得て実施）

•入所者への接種と同時に従事者への接種も実施



②６５歳以上の高齢者（６/７～７/３１）

予約の混乱等を避けるため、地区ごとに接種日程を設定、接種

券の発送も地区ごとに行った。

５月 ６月～

６／７接種開始

５/１０ 大滝区、黄金、稀府、

有珠、長和接種券発送

５/１３ 東地区接種券発送

５/１７ 中央・関内地区、

市街地区接種券発送



速やかに接種をすすめるために集団接種を中心に

実施し、希望する高齢者への接種を７月末までに完了。

集団接種の予約ができなかった方は、市内３医療

機関の協力を得て個別接種を案内した。

接種件数 集団接種 個別接種

実施日程
令和３年６月 ７日

～７月３１日
令和３年６月２５日

～７月３１日

総接種人数 約９，４００人 約６６０人



◎一般接種（６４歳以下）の接種体制について
対象者の傾向（基礎疾患を持つ方、就労中の方等）に

合わせて集団接種（土日）と個別接種（月～土）を併用し、

接種を実施。

接種件数 集団接種 個別接種

実施日程
令和３年８月７・８日、２１・２２日
９月４・５日、１０月２・９日

令和３年７月２０日
～１１月２７日

総接種人数 約３，６００人 約４，１５０人



③基礎疾患を有する方（７月下旬～）

市ホームページ上の申請フォームにて受付を行い、申請者に

は優先的に接種券を送付。（６０～６４歳と同時期）

◎申請受付：７月８日～８月６日

◎申請者数：４１０人

④高齢者施設等従事者（７月下旬～）
⑤障がい者施設入所者等（７月下旬～）

各施設へ名簿のとりまとめを依頼し、該当者の接種券を優先

的に送付。障がい者施設入所者等については施設内での接種

も実施。



⑥６０～６４歳（７月下旬～）

⑦５９歳以下（８月下旬～）
５９歳以下は予約状況をみながら年齢を区切って接種券を

送付し、段階的に接種を実施。

１２～１７歳の接種の際には、個別の医療機関の年齢制限を

それぞれ設ける形で、すべての年代の人が予約をとれるように

配慮。



※１２歳到達者及び２回目未接種者

・１２歳の誕生日を迎える方については、誕生月の翌月

に接種券を発送。

・体調不良等で１１月末までに２回目接種を終了できな

かった方について、接種枠の調整を医療機関とすす

める。

・市内医療機関の予約体制について調整を行い、接種

を希望する方への接種を迅速に進めていく。



急なキャンセル等によるワクチン廃棄を

防ぐために『ワクチン接種協力者バンク』を

開設。

（３）ワクチンロスへの取り組み

登録者実人数
キャンセル枠で
接種した人数

４３人 ４１人



３． ３回目接種について
（１）概要

○接種実施期間

令和３年１２月１日から令和４年９月３０日まで

○接種の対象

２回目接種を完了した日から原則８ヶ月以上経過した１８歳以上の方

※前倒し接種対象者

・６ヶ月後の接種間隔

医療従事者、高齢者施設等の入所者・従事者、通所サービス事業所の

利用者及び従事者、病院・有床診療所の入院患者

・７ケ月後の接種間隔（令和４年２月以降）

上記以外の６５歳以上の高齢者



○使用するワクチンについて

１・２回目接種に使用したワクチンの種類に関わらず、

メッセンジャーRNAワクチンを使用する
↳ファイザー社ワクチンと武田／モデルナ社ワクチンが該当します

※１～３回目接種でファイザー社ワクチンを使用した場合と、

３回目のみ武田／モデルナ社ワクチンを使用した場合のいずれに

おいても抗体価は上昇します

（ただし、武田／モデルナ社ワクチンは３回目は５０㎍接種することになっているが、１００㎍接種結果の報告による）



（２）接種スケジュール
令和３年 令和４年

１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月～

接種券の
送付

接種実施

接種見込
（18歳以上）

360人 720人 2,500人 10,300人 3,000人 4,100人 4,400人 570人

※接種人数は概数 ※伊達市民のみの推計

医療従事者等

高齢者施設入所者・従事者

６５歳以上の
高齢者

上記以外の市民

※２月末から接種を開始する６５歳以上の
高齢者については２月初めに送付

●５月接種
対象者

●１月接種
対象者

●２月接種
対象者

●３・４月接種
対象者

●６月接種
対象者

●７月接種
対象者



（３）接種に向けた体制整備【基本方針】
・接種できる時期に速やかに接種できるよう体制の整備を行う
・対象に合わせた接種場所の調整を行う

• 個別接種を中心とした接種体制

• 自院での接種または他院での個別接種
医療従事者

• 巡回接種による実施
高齢者施設

入所者等

• 集団接種と個別接種を併用した接種
体制(６５歳以上は集団接種中心)

それ以外の

住民接種



①医療従事者
各医療機関と協力し接種をすすめていきます。

・接種を希望する方のとりまとめ

・接種券付き予診票の発送準備

・接種医療機関の調整 （自院接種、他院の受け入れ等）

・予約システムの構築



②高齢者施設入所者等
高齢者施設と協力し接種をすすめていきます。

・接種希望者のとりまとめ

・接種医の確保、マッチング

・接種スケジュール及びワクチン供給時期の調整



③それ以外の住民接種
・迅速な接種の推進のために集団接種と

個別接種を併用し接種をすすめます。

６５歳以上の高齢者については、集団接種を中心に

接種を案内します。

・接種券付き予診票の発送準備

・接種の時期、接種方法等についての周知

・予約システムの構築



【集団接種】
・実施場所の選定、確保

・医療従事者の確保

・実施スケジュールの決定、

対象者への通知

・会場の感染対策の実施

【個別接種】

・実施医療機関の調整

・実施スケジュールの決定、ワクチン供給

・予約方法の決定

１・２回目接種の際に、高齢
者の集団接種の予約が混雑
したため、６５歳以上の高齢

者の３回目接種の際には方
法を変更し接種の日程調整
を行います



３回目接種に向けた情報の周知は、対象に合わせて

様々な媒体を使って行います。

・ 広報だて

・ 自治会回覧

・ 市ホームページ

・ 市Ｆａｃｅｂｏｏｋ

・ 新聞折込チラシ

４．広報・周知について


