
 

 記者発表資料（２）                                    福 島 市  

 

令和４年１月６日 

 

【新型コロナワクチン 接種】 

    2022 年もワクチン接種を安全・安心かつ迅速に進めます 
 

オミクロン株による感染拡大が懸念される中、2022 年も新型コロナワクチン接種は、個
別接種を軸とし集団接種がそれを補完する形で、安全・安心にスピード感をもって進めてい
きます。 

国から示された 3 回目の追加接種の前倒し及び５～11 歳の接種の方針に基づき、各対象
者の接種準備を進めています。 

記 

１．各月の主な接種 

1 月：【追加接種】 可能な限り医療従事者等の接種完了 （R3.12 月1 日開始～継続） 

高齢者施設等の入所者等の接種   （R3.12 月24 日開始～継続） 

２月：【追加接種】 高齢者に対する３回目接種開始 (7 カ月以上経過後、順次接種) 

３月：【追加接種】 2 回目接種完了から 8 カ月が経過した一般の方の接種(順次、継続) 

【初回接種】 ５～11 歳に対する初回（１・２回目）接種開始 

 

２．3 回目の追加接種の進め方 

（１）医療従事者 

   各医療機関等で調整し、2 回目接種完了から 6 カ月以上の間隔で実施する。 

   すでに 12 月1 日から開始されているが、可能な限り 1 月末までに前倒して進めて 

いただき、高齢者等の接種に移行する体制を早期に構築していただくよう依頼。 

 

（２）高齢者施設等の入所者及び通所サービス事業所の利用者 

   すでに 12 月24 日から開始されており、可能な限り前倒しすることで、クラスター 

防止を図る。接種時期等は、各施設の状況に応じて医療機関と調整。 

 

（３）高齢者施設等の従事者 

   医療機関との調整が難しいなど、早期に前倒し接種が困難な高齢者施設等及び通所 

サービス事業所等については、従事者を対象とした集団接種を実施することで施設 

等におけるクラスター防止に努める。 

 

（４）高齢者 

   ２回目接種完了から７カ月以上経過した後に３回目接種を実施できるとされたこと 

から、2 月1 日から順次接種が可能となるよう個別接種及び集団接種の接種体制を 

構築する。 

高齢者全体として、国からのワクチン供給の状況によるものの、２～３週間程度接種 

時期を早めて実施となるが、今後の高齢者施設の接種完了の状況などにより、前倒 

しすることについて、柔軟に対応する。 

 

 

 



 

（５）接種券 

①上記（１）～（３） 医療従事者等の接種券 

令和3 年7 月末までに 2 回目接種が完了（３月末までに２回目接種完了から８カ 

月が経過）した医療従事者等へ１月１７日に接種券を送付。 

上記以降に完了した場合は、完了時期に合わせて順次接種券が送付されます。 

 

②上記（４） 高齢者の接種券 

令和3 年6 月末までに 2 回目接種が完了（2 月末までに 2 回目接種完了から 

8 カ月が経過）した高齢者の接種券についても前倒して 1 月17 日に一括送付。 

その他の高齢者については、順次、接種可能日の２～６週間前程度に送付。 

２回目接種完了時期の早い順に、各人に予約可能日を設定。 

【高齢者の接種券】 

   

（６）高齢者の予約受付 

①予約サイト、コールセンターによる予約受付 

・1 月30 日（日） 午前９時から受付開始 

・予約サイト ：市ＨＰから、24 時間 

・コールセンター ０５０－５４４５－４３５５  午前9 時から午後7 時まで 

②事業所連携型予約受付 （予約スタッフがオンライン予約をサポートします） 

・1 月30 日（日） 午前１０時から受付開始   （午後５時まで） 

①イトーヨーカドー 福島店 

②イオン福島店 

③ヨークベニマル 吉倉店 

④同          入江町店 

⑤同          平野店 

⑥同          南福島店 

⑦同          西店 

⑧いちい       庭坂店 

⑨同          蓬莱店 

⑩同          飯坂店 

⑪同          鎌田店 

⑫同          信夫ヶ丘店 

※⑬コープふくしま やのめ店 

※⑭同          方木田店 

 

２回目接種完了日 

（Ｒ３） 

接種券発送日 

(R4) 

前倒し予約開始日

(R4) 

接種日 

（R4） 

６／ ７～１０ 

1 月17 日 

１月３０日 

 

予約開始日の翌日以降 

 

※1/30 は 2 日後の 2/1

～ 

※予約枠の空き状況次第 

６／１１～１４ １月３１日 

６／１５～１６ ２月 １日 

６／１７～１９ ２月 ２日 

６／２０～２２ ２月 ３日 

６／２３～２４ ２月 ４日 

６／２５～２６ ２月 ７日 

６／２７～２８ ２月 ８日 

６／２９～３０ ２月 ９日 



 

※コープふくしまを新たに追加（R3.12.7 他4 社公表済み） 

     ※予約開始日以降、開店時間が異なる日程があります。 

       それにより、予約開始時間も変更になる場合がありますのでご注意ください。 

     ※郵便局の受付開始日、受け付ける局については、現在調整中。 

 

 ③その他 

   ・初回（1・2 回目）接種同様、本庁・支所においても予約を受付けいたします。 

   ・福島市へ避難されている方については、各避難元自治体へお問い合わせください。

接種券送付後の予約については、基本的に福島市民と同様になります。 

   

３．５～１１歳の初回（1・2 回目）接種の進め方 

（１）接種期間  

国は、1 月下旬に薬事承認後、2 月から輸入を開始し、3 月以降の接種開始と 

見込んでおり、接種期間は 9 月末までだが、市としては、接種開始から可能な 

限り短期間で接種完了を目指します。 

（２）接種対象者数：約１万５千人 

（３）接種券：発送時期について調整中 

（４）課題及び課題解決策 

①新たな変異株による感染拡大が懸念される中、迅速な接種が必要である 

②接種対象者が低年齢であり、ワクチンが専用のものになる 

③個別接種のみでは短期間での対応が困難 

→個別接種を軸としつつ、小児科医を中心とした接種体制による集団接種を大規 

模に実施することで、早期の接種完了を目指します。 

（５）接種方式 

ア 個別接種：小児科のある医療機関で実施 

イ 集団接種（NCV ふくしまアリーナ：霞町4-45） 

・３月以降、接種開始から概ね３か月間 1 日あたり４００～６00 人程度接

種 

        ※留意点 

小児の接種後の副反応には、実際の身体的に出現するもの以外にも、接種 

に対する不安（ストレス）によるものもがあります。接種を受ける前に、主治 

医への相談、ご家族での話し合いなど事前の準備をお願いします。 

    （６）広域的な取り組み 

近隣自治体と共同で接種を進め広域的な感染防止対策を図ることを検討中。 

 担当：保健所 新型コロナワクチン接種対策チーム 

   副所長 国分 副主幹 児玉   電話024-597-6203（直通） 



新型コロナワクチン
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新型コロナワクチン

8カ月→6カ月に前倒し 8カ月→7カ月に前倒し 8カ月 3月スタート

■医療従事者
■65歳以上の高齢者 ■18歳以上64歳以下 ■小児(5-11歳)の

初回(1・2回目)接種
■高齢者施設入所者
高齢者施設等の従事者



新型コロナワクチン

２回目接種完了日
（Ｒ３）

接種券
発送日
(Ｒ４)

前倒し予約開始日
(Ｒ４)

接種日
（Ｒ４）

６／ ７～１０

１月１７日

１月３０日

予約開始日の翌日以降

※1/30は2日後の2/1～
※予約枠の空き状況次第

６／１１～１４ １月３１日

６／１５～１６ ２月 １日

６／１７～１９ ２月 ２日

６／２０～２２ ２月 ３日

６／２３～２４ ２月 ４日

６／２５～２６ ２月 ７日

６／２７～２８ ２月 ８日

６／２９～３０ ２月 ９日

■ 高齢者の接種スケジュール（前倒し分）



新型コロナワクチン

イトーヨーカドー 福島店 ①

イオン 福島店 ②

ヨークベニマル 吉倉店 ③

入江町店 ④

平野店 ⑤

南福島店 ⑥

西店 ⑦

いちい 庭坂店 ⑧

蓬萊店 ⑨

飯坂店 ⑩

鎌田店 ⑪

信夫ヶ丘店 ⑫

コープふくしま やのめ店 ⑬

方木田店 ⑭

■ 1月30日（日）午前10時スタート 事業所連携型予約受付 実施店舗一覧

※郵便局の受付開始日・受付ける局は日本郵便東北支社と現在調整中。決定し次第、別途お知らせします。


