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１ 65 歳以上の高齢者接種
 
 (1) 接種割合

１回目接種者の割合

２回目接種者の割合

   
 

 (2) 予約割合

１回目の予約割合

 

２ 64 歳以下
 
 (1) 厚生労働省が指定する優先接種
 

①基礎疾患を有する者

   ＜優先接種の方法＞

   ○基礎疾患を有する者は、

   ○市から、申し込みのあった者に接種券（クーポン券）を発送する。

   ○接種券を受け取った者は、電話又はインターネットで接種の予約をする。

   ※ 事前申込みについては、市のウェブサイト、広報こさい等で周知

＜スケジュール

申込み受付

接種券発送

ワクチン接種

  ＜申込み者数＞

湖西市

新型コロナウイルスワクチン接種

に向け実施しています。

体的なスケジュールが決まりましたので
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ワクチン接種

歳以上の高齢者接種

接種割合 

 

１回目接種者の割合

２回目接種者の割合

予約割合 

 

１回目の予約割合

以下の接種について

厚生労働省が指定する優先接種

①基礎疾患を有する者

＜優先接種の方法＞

○基礎疾患を有する者は、

○市から、申し込みのあった者に接種券（クーポン券）を発送する。

○接種券を受け取った者は、電話又はインターネットで接種の予約をする。

事前申込みについては、市のウェブサイト、広報こさい等で周知

＜スケジュール

申込み受付 

接種券発送 

ワクチン接種

＜申込み者数＞

湖西市 

新型コロナウイルスワクチン接種

に向け実施しています。

体的なスケジュールが決まりましたので
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ワクチン接種

歳以上の高齢者接種等

１回目接種者の割合 ６４．９１

２回目接種者の割合 ２５．２４

１回目の予約割合 ８８．３３

の接種について

厚生労働省が指定する優先接種

①基礎疾患を有する者 

＜優先接種の方法＞ 

○基礎疾患を有する者は、

○市から、申し込みのあった者に接種券（クーポン券）を発送する。

○接種券を受け取った者は、電話又はインターネットで接種の予約をする。

事前申込みについては、市のウェブサイト、広報こさい等で周知

＜スケジュール＞ 

６月

７月

ワクチン接種 ７月

＜申込み者数＞ １，６７０

新型コロナウイルスワクチン接種

に向け実施しています。現在のワクチン接種の状況と併せて

体的なスケジュールが決まりましたので

資料１ 

ワクチン接種のスケジュール等

等の状況（６月

割 合 

６４．９１％

２５．２４％

割 合 

８８．３３％

の接種について 

厚生労働省が指定する優先接種

○基礎疾患を有する者は、電子申請又は

○市から、申し込みのあった者に接種券（クーポン券）を発送する。

○接種券を受け取った者は、電話又はインターネットで接種の予約をする。

事前申込みについては、市のウェブサイト、広報こさい等で周知

６月 15 日(火

７月 ９日(金

７月 22 日(木

１，６７０人  ※６月

新型コロナウイルスワクチン接種について、現在

現在のワクチン接種の状況と併せて

体的なスケジュールが決まりましたので

のスケジュール等

（６月 23

％ １回目接種者

％ ２回目接種者

％ １回目予約者

厚生労働省が指定する優先接種 

電子申請又は指定の申込書により市に事前に申し込みをする。

○市から、申し込みのあった者に接種券（クーポン券）を発送する。

○接種券を受け取った者は、電話又はインターネットで接種の予約をする。

事前申込みについては、市のウェブサイト、広報こさい等で周知

火)  ～ 30

金)  ～   

木)  ～ 

※６月 23

について、現在

現在のワクチン接種の状況と併せて

体的なスケジュールが決まりましたので情報提供いたします。

のスケジュール等

23 日 18 時現在）

１回目接種者 11,186

２回目接種者  4,350

１回目予約者 15,222

指定の申込書により市に事前に申し込みをする。

○市から、申し込みのあった者に接種券（クーポン券）を発送する。

○接種券を受け取った者は、電話又はインターネットで接種の予約をする。

事前申込みについては、市のウェブサイト、広報こさい等で周知

30 日(水) 

  ※接種券が届いた者から予約開始

23 日 18 時現在

について、現在 65 歳以上の高齢者接種を７月末終了

現在のワクチン接種の状況と併せて

情報提供いたします。

のスケジュール等について

時現在） 

接種人数

11,186 人／対象者

4,350 人／対象者

予約人数

15,222 人／対象者

指定の申込書により市に事前に申し込みをする。

○市から、申し込みのあった者に接種券（クーポン券）を発送する。

○接種券を受け取った者は、電話又はインターネットで接種の予約をする。

事前申込みについては、市のウェブサイト、広報こさい等で周知

※接種券が届いた者から予約開始

時現在 

以上の高齢者接種を７月末終了

現在のワクチン接種の状況と併せて、64 歳

情報提供いたします。 

令和

について 

接種人数 

人／対象者 17,234

人／対象者 17,234

人数 

人／対象者 17,234

指定の申込書により市に事前に申し込みをする。

○市から、申し込みのあった者に接種券（クーポン券）を発送する。 

○接種券を受け取った者は、電話又はインターネットで接種の予約をする。

事前申込みについては、市のウェブサイト、広報こさい等で周知 

※接種券が届いた者から予約開始

（次のページへ）

以上の高齢者接種を７月末終了

歳以下の接種

令和３年６月

17,234 人 

17,234 人

17,234 人

指定の申込書により市に事前に申し込みをする。

○接種券を受け取った者は、電話又はインターネットで接種の予約をする。 

※接種券が届いた者から予約開始 

（次のページへ）

以上の高齢者接種を７月末終了

以下の接種に係る具

月 24 日発表

 

人 

人 

指定の申込書により市に事前に申し込みをする。 

 

 

（次のページへ） 

以上の高齢者接種を７月末終了

に係る具

発表 



②高齢者施設等の従事者（約 450 人） 

   ＜優先接種の方法＞ 

   ○該当施設・事業者に対して、対象者を調査。 

   ○市から、対象施設・事業者に接種券を発送する。 

   ○医療従事者と同様に、指定の接種日(２回に分散)にまとめて接種を実施。 

＜スケジュール＞ 

対象者調査 ６月７日(月) ～ 14 日(月) 

接種券発送 施設・事業者に直接配布 

ワクチン接種 
１回目：７月下旬    ※日程は施設・事業者と調整中 

２回目：８月中旬 

 

③60～64 歳の者（約 2,900 人） 

   ＜優先接種の方法＞ 

   ○該当者に対して、接種券を発送する。（事前申し込みは不要） 

   ○接種券を受け取った者は、電話又はインターネットで接種の予約をする。 

＜スケジュール＞ 

接種券発送 ７月 16 日(金) ～   ※接種券が届いた者から予約開始 

ワクチン接種 ７月 28 日(水) ～ 

 

(2) 厚生労働省指定以外の優先接種 
 

○小・中学校の教職員及び保育園、こども園、幼稚園の職員については、児童・生徒や 

園児に感染させた場合の影響が大きいことを踏まえ、優先接種の対象とする。 
   

対象者 考え方 接種時期 

小・中学校の教職員 

（約 400 人） 児童・生徒や園児に感染させた場合の影響

が大きい（クラスターとなる可能性がある） 
夏休み 

保育園、こども園、幼稚園

の職員   （約 400 人） 

    ※接種時期については、教育委員会と調整中 

(3) 優先接種以外の市民への接種 
 

○優先接種対象の 60～64 歳の市民に続けて、年齢が高い層から順次接種券を発送し、接

種を行う。（年齢を区切って接種券を発送する予定） 

以上 

 

≪メディアの方へ≫     ≪発表種別≫ 

☐ 取材をお願いします。   � 記者会見発表資料 

☐ 事前告知をお願いします。 ☐ 記者会見情報提供資料 

� 情報提供をします。    ☐ 随時 

≪問い合わせ先≫ 

所属名 健康増進課 

連絡先 053-576-4918 

担当者 袴田、土屋 


