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「木更津市新型コロナワクチン接種実施計画」の改訂について 

 

  本市の新型コロナワクチン初回接種（１、２回目接種）では、個別・集団・職域接種の体制を整え、「令

和３年１１月末までに接種対象者の７割の接種完了」を目標に掲げ接種を推進してきたところ、令和３年

１０月末にはその接種目標を達成し、１１月末時点で、接種対象者の８５％の方が接種を完了しました。 

追加接種（３回目接種）もスムーズに推進していくため、「木更津市新型コロナワクチン接種実施計画」

の改訂を行いましたので、お知らせします。 

なお、本改訂は１２月２０日現在の内容であり、今後の国の方針やワクチンの供給調整状況、接種対

象年齢の引き下げ等により、変更する場合があります。 

 

 

１．基本方針 

   追加接種（３回目接種）も初回接種（１、２回目接種）と同様に、身近な「かかりつけ医」による個別接種

を基本として集団接種を併行で実施します。 

2．追加接種の基本内容 

（１）接種対象者  初回接種を受け、２回目接種を完了した日から、原則、８か月経過した１８歳以上

の全ての接種希望者 

              ＜６ヶ月経過後から接種可能＞ 

・医療従事者等、高齢者施設等の入所者及び従事者 

・通所サービス事業者の利用者及び従事者 

・病院及び有床診療所の入院患者 

＜７カ月経過後から接種可能＞ ※令和４年２月以降の対応 

・一般の高齢者 

（２）使用ワクチン 初回接種のワクチンの種類にかかわらずmRNAワクチンを使用 

（３）開始時期   令和３年１２月１日以降 

（４）接種期間   令和４年９月３０日まで 

３．接種体制 

接種医療機関での個別接種及び特設会場（木更津市民総合福祉会館）での集団接種 

４．接種券発送スケジュール 

   対象者には、接種可能月の前月に２回に分けて接種券を送付します。 

                                           問合先 健康こども部健康推進課 

                                                        担当：岡田 正浩 

                                                        電話 ０４３８－３８－６９８１ 

                                                        Fax  ０４３８－２５－１３５０ 

                                                           E-mail:kensui@city.kisarazu.lg.jp 



木更津市新型コロナワクチン接種実施計画

【第４版】

木更津市健康こども部健康推進課

※本改訂は、現時点での計画内容であり、今後、国の方針、ワクチンの供給調整状況、接種
対象年齢の引き下げ等により、 内容を変更する場合があります。

令和３年１２月２０日改訂



木更津市ワクチン接種基本方針

身近な「かかりつけ医」による

※個別接種：接種医療機関での接種
集団接種：特設会場を設けての接種

１

個 別 接 種

集 団 接 種

を基本とし

を併行で実施



初回接種(１回目・２回目接種)について

２



本市の接種対象者

国が示す接種順位に基づいた接種対象者 ※１月１日現在人口を基準とし接種券発送数を考慮して算出

接種
順位 対象者 対象者数 算出方法※１

目標接種率※

２

想 定
接種者数

１ 医療従事者等 5,531 人 11/30現在実績 100％ 5,531 人

２ 65歳以上の高齢者※３ 38,262 人 住基人口 70％ 26,783 人

３
基礎疾患を有する者 11,155 人

総人口の
8.2％ 70％ 7,809 人

４
高齢者施設等従事者 2,177 人

総人口の
1.6％ 100％ 2,177 人

５
上記以外の者 65,126 人 12歳以上の者

70％ 45,588 人
（12歳未満の者） (13,620) 人

計 122,251 人 ※12歳未満除く 87,888 人

※１ 「新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き」参照
※２ 集団免疫を構築するのに必要な割合 65％～70％（2020.11.18ロイター通信）
※３ 令和３年度中に６５歳となるものを含める。

県が主体

市が主体

集団免疫を構築するのに約７０％が必要な割合とされていることに鑑み接種対象
市民の７０％の接種を目標とし希望する１００％の市民の早期接種の実現を図る

３

初回接種（１･２回目接種）



接種体制①

個別接種
（医療機関）

■接種医療機関での個別接種
市内６２医療機関（11月30日現在）
➤ ワクチン保管用の超低温冷凍庫をもつ基本型接種施設から

サテライト型接種施設に分配する
➤ 開始：医療従事者への接種を３月から実施
➤ 医療機関アンケートより月約18,000 名（回）の接種可能
※ 65歳以上接種完了に向けた接種として6月14日～7月31日までに

約45,000回の接種可能（6月実施：医療機関アンケート参照）

集団接種
（特設会場）

■特設会場での集団接種
会場：木更津市民総合福祉会館
➤ 開始：５月１５日から
➤ 実施：週末を中心に４～５日実施
➤ １日約252（回）の接種可能
➤ 夜間枠1日約102（回）の接種可能（金曜・土曜 実施）

※ワクチン余剰分が発生した場合
⇒高齢者施設等入所者・介護施設従事者等
消防職・接種会場従事職員・保育園、幼稚園職員 等

君津木更津医師会、医療機関等と協力し、接種体制を構築する。

４

※接種可能数は参考値であり、ワクチン供給量に基づき予約受付をする。
※基本型接種施設 ：超低温冷凍庫を設置し、直接ワクチンを受け取る医療機関等
※サテライト型接種施設：基本型接種施設からワクチンの分配を受ける医療機関等

初回接種（１･２回目接種）



接種体制②

職域接種
（特設会場）

■特設会場での職域接種
会場：木更津市民総合福祉会館

木更津市消防本部 ３階会議室
➤ 実施期間 ９月中旬から１１月上旬

➤ 実施実績 ３，０４０名（市民枠拡大分を含む）

➤ 対 象 者 学校関係者・保育事業者・居宅介護事業者

福祉施設事業者・市職員・大学生および職員

中学３年生・高校３年生・観光協会会員 等

君津木更津医師会、医療機関等と協力し、接種体制を構築する。

５

初回接種（１･２回目接種）



接種スケジュール

○現時点での接種スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月～
2月末

4月19日～
高齢者
接種券発送

7月上旬以降順次
一般の方
接種券発送

①医療従事者等 ⇒千葉県が実施

②高齢者(高齢者施設等従事者を含む) ⇒接種券発送：4月19日以降発送

6月末までにワクチン分配完了

③一般の方（上記を除く） ⇒接種券発送：７月上旬～下旬まで順次発送
※クラスター対策のより一層の推進のため、高齢者施設等従事者は、施設入所者と同じタイミングで接種

【初回接種(１・２回目接種)】
本市では11月末までに市民の接種
対象者の７割の接種を目指し、
令和3年12月31日までの接種完了
を目標とする

千葉県が実施

医療従事者

※高齢者施設従等事者含む

高齢者

※基礎疾患のある方など優先

一般

６

6月末までに
高齢者用
ワクチン分配
完了

初回接種（１･２回目接種）



接種実績（11.30現在）

７

対象区分 対象者数
１回目

接種者数
１回目
接種率

２回目
接種者数

２回目
接種率

65 歳以上 38,262 人 35,631 人 93.1 ％ 35,370 人 92.4 ％

65 歳未満 83,989 人 70,365 人 83.8 ％ 68,564 人 81.6 ％

合 計 122,251 人 105,996 人 86.7 ％ 103,934 人 85.0 ％

目標接種率は集団免疫を構築するのに必要とされる「７０％」の接種率を目標とし、11月末
までに接種対象者の7割の完了を目指していたが令和3年11月30日現在、８５％の接種が完了
している。

初回接種(1回目・2回目接種)に係る集団接種は11月15日(月)をもって新規受付を終了（2回目
接種：12月6日(月)まで実施）とし、個別医療機関にて未接種者の接種を引き続き行う。

目標接種率（２回目終了）

７０.０％
接種実績（２回目終了）

※集団免疫を構築するのに必要な割合 65％～70％（2020.11.18ロイター通信）

初回接種（１･２回目接種）



追加接種(３回目接種)について

８



追加接種(３回目接種)の基本内容

初回接種(１回目･２回目接種)を受けた１８歳以上の全ての接種希望者

・１回目・２回目に使用したワクチンの種類にかかわらず

mRNA ワクチン※1を使用する方針

(※1) ファイザー社ワクチンおよび武田/モデルナ社ワクチン

令和３年１２月１日以降
※２回目接種完了から原則８か月以上経過後
ただし、医療従事者等、高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業者の利用者及び従事者、病院及び
有床診療所の入院患者については、６か月経過後、また令和４年２月以降の対応として一般の高齢者については
７か月経過後に追加接種を受けることができる。

令和４年９月３０日まで

追加接種(３回目接種)

９

接 種 対 象 者

使用ワクチン

開 始 時 期

接 種 期 間



接種対象予定者 （令和４年６月までの参考値）

主な対象区分
３回目

接種可能月
３回目接種
対象者数

２回目
接種月

２回目
接種済数

初回接種の
使用ワクチン内訳

ファイザー社
武田/モデル

ナ社

医療従事者等 令和３年１２月 ９６２名

令和３年３月 １５名 １５名 ０

令和３年４月 ９５６名 ９５６名 ０

医療従事者等

高齢者施設入所者

及び従業者等

令和４年１月 ８，２５６名
令和３年５月 ２,１７８名 ２,１７８名 ０

令和４年１月～

３月
２９，６５２名高齢者

令和３年６月 １３,７８１名 １３,７７８名 ３名

令和３年７月 ２１,９４０名 ２０,３９５名 １,５４５名

６４歳以下

令和４年４月 １８，２９９名 令和３年８月 １８,２９９名 １４,２７９名 ４,０２０名

令和４年５月 １７，３３０名 令和３年９月 １７,３３０名 １４,２７０名 ３,０６０名

令和４年６月 １７，９００名 令和３年１０月 １７,９００名 １４,６５５名 ３,２４５名

２回目接種を完了した日から、原則、８か月経過した者を対象とする。ただし、医療従事者等、高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービ
ス事業者の利用者及び従事者、病院及び有床診療所の入院患者については６か月経過後、また令和４年２月以降の対応として一般の高齢者につ
いては７か月経過後とする。
接種期間令和４年９月３０日までの接種を見込む。
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追加接種(３回目接種)



追加接種用のワクチンの国からの供給予定
現在、予定されている追加接種用のワクチン配送量から、武田/モデルナ社ワク
チンの配分量が多くなる見込みとなっており、武田/モデルナ社ワクチンによる
接種体制の拡大が必要となる。（武田/モデルナ社ワクチン接種体制の構築）

11出典：Ｒ3.11.17新型コロナワクチン自治体説明会資料引用

追加接種(３回目接種)



接種体制

個別接種
（医療機関）

■接種医療機関での個別接種
市内６２医療機関（１１月３０日 現在）

➤ ワクチン保管用の超低温冷凍庫をもつ基本型接種施設から

サテライト型接種施設に分配する

➤ 開始：令和３年１２月から医療従事者を対象として開始

➤ 取扱いワクチン：mRNAワクチン（ファイザー社・武田/モデルナ社）

※令和３年１１月に実施した医療機関アンケート調査
令和３年１２月～４年３月まで３８，８５７回の接種が可能

集団接種
（特設会場）

■特設会場での集団接種
木更津市民総合福祉会館
➤ 開始：令和４年２月から

➤ 初回と同様に市が医療機関に委託し実施

➤ 平日の接種が難しい接種希望者に配慮し、医療機関の休診が

多い土曜・日曜日に実施する

➤ 取扱いワクチン：mRNAワクチン（武田/モデルナ社のみ）

※１日に医師１～２名体制で４００～５００回の接種を見込む

君津木更津医師会、医療機関等と協力し、接種体制を構築する。
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追加接種(３回目接種)



追加接種(３回目接種)スケジュール

○接種スケジュール

主な
対象者

2回目
接種月

令和3年
12月

令和4年
1月

令和4年
2月

令和4年
3月

令和4年
4月

令和4年
5月

令和4年
6月～9月

医療従事者等

高齢者施設入所者

及び従業者等

令和3年
5月

高齢者

令和3年
6月

令和3年
7月

64歳以下

令和3年
8月

令和３年
9月～

1か月毎
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接種券
発送 接 種

接種券発送

接 種接種券発送

接 種

接種券発送 接 種

接種券発送 接種

２回目接種を完了した日から、原則、８か月後（ただし、医療従事者等、高齢者施設等の入所者及
び従事者、通所サービス事業者の利用者及び従事者、病院及び有床診療所の入院患者については、
６か月経過後、また令和４年２月以降の対応として一般の高齢者については７か月経過後）を３回
目接種可能月とし、接種可能月の前月に２回に分けて（毎月１０日、２５日頃）接種券を送付する。

追加接種(３回目接種)



予約・問い合わせ体制

予約窓口 接種内容 備考

●木更津市予約システム

「らづワクチン」

■集団接種

■個別接種

市独自システム

●市内公民館（窓口）

(金田出張所を含む)

●市役所朝日庁舎（窓口）

「らづワクチン」の代行予約

●コールセンター

「木更津市コロナワクチン
接種コールセンター 」

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-357-163

「らづワクチン」の代行予約

９：００～１７：００

（土・日曜、祝日を含む）
※12月29日～1月3日を除く

●医療機関へ直接予約 ■個別接種
※医療機関により、

予約方法・時間等が異なる。

※「らづワクチン」
導入医療機関のみ

14

追加接種(３回目接種)



情報発信方法

●市公式ホームページ
ワクチン接種の最新情報を更新
ＦＡＱで質問対応

●広報きさらづ
毎月１日発行のほか、
臨時号を発行し、幅広い世代への情報発信

●らづナビ・安心安全メール
最新情報を通知で受け取れる

●ＳＮＳ（Facebook・Twitter）
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ワクチンに関する

お知らせ

きさポン
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