
うるま市新型コロナワクチン
接種実施計画 概要版3.0
―64歳以下の方への接種について―

新型コロナワクチン接種推進室
令和3年７月12日

※本計画は計画策定時の内容であり、今後、国の通知、
ワクチンの供給状況、関係機関との協議状況等により、
変更することがあります。



ワクチンの供給量の減少について ※首相官邸HPより



市へのワクチン供給状況について

6月まで 7月 8月 9月 計

ワクチンの
供給状況

国
（モデルナ社）

5,000万回 5,000万回

市
（モデルナ社）

約5万回 ※人口比で算定 49,815回

２月までに市に供給されるワクチン量

ファイザー社 モデルナ社 計

167,075回 49,815回
216,890回
（※対象者12歳以上の市民108,445
人×２回接種分=216,890回）

6月まで 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 計

ワクチンの
供給状況

国
（ファイザー社）

1億回 7,000万回 2,000万回
1億9000
万回

市
（ファイザー社）

43,095回 21,060回 18,720回 18,720回 9,360回
167,075回

※8月以降より人口規模に合わせて追加配分があると想定
（56,160回分）

現時点では供給時期、配分量など不透明な状況。2回接種分のワクチン確保が見通せず、
接種スケジュールに影響を及ぼしている。



新型コロナワクチン供給量の減少について
国からのワクチン供給量が⼤幅に減少しているため、全国各⾃治体で接種予約の⼀時中⽌が
⾏われています。

そのような中、国から7月７⽇に⽰された市のワクチン供給量（7月下旬配布予定）は、市が
要望した数量の２分の１程度となっています。

★8月、9月は現時点と比較してワクチン量が４割程度減少する見込みとなっております。

★10月以降は現時点と比較してワクチン量が8割程度減少する見込みとなっております。

人口規模に応じて追加配分がされると想定しておりますが、配分時期、配分量等、見通しが
立たず、接種スケジュールの見直しを⾏いました。

個別医療機関 集団接種 計

現時点でのワクチン配分
量（月単位）

13箱
（15,210回分）

11箱
（12,870回分）

24箱
（28,080回分）

8月・9月以降のワクチ
ン配分量（月単位）

16箱
（18,720回分）



【８月以降】当面の接種体制
●集団接種は一時、新規予約受付をストップ

●個別医療機関は継続実施

●巡回接種についてはニーズに応じ実施を検討

⼀時予約
停⽌

ニーズに応
じて実施

※集団接種はワクチン確保状況に
応じて臨時的に開催



64歳以下の接種順位について①

【うるま市の方針】
◎重症化リスクの軽減（下記、厚生労働省HP等から抜粋） 〇クラスター等の未然防止
〇予約時の混乱回避



64歳以下の接種順位について②
優先順位 対象者 接種券発送時期

（※❶）
予約開始時期

国が定める
優先順位

１ 基礎疾患を有する者
（※❷）

R3.7/8済 R3.7/19 8時30分～

１ 高齢者施設等の従業員 R3.7/8済 R3.7/19 8時30分～

市の定める
優先順位

１ 60歳～64歳の者 R3.7/8済 R3.7/19 8時30分~

1 エッセンシャルワーカー等 R3.7/8済 ワクチン供給状況に応じ

て調整（※❸）

２ 50歳～59歳の者 R3.7/8済 ※予約開始時期に
なりましたら随時
お知らせいたしま
す。

３ 40歳～49歳の者 R3.7/8済

４ 30歳～39歳の者 R3.7/8済

５ 12歳～29歳の者 R3.7/8済
※❶職域接種や大規模接種など接種の機会が拡大されたことに伴い、接種券を13歳から64歳まで一斉発送致します。

そのうえで市として優先順位を設け、優先順位ごとに予約開始時期を設け、予約受付を行います。

※❸エッセンシャルワーカー等の接種については、ワクチンの供給状況に応じて調整。調整ができ次第、お知らせいたします。

※❷集団接種を希望する場合は事前申請が必要です。詳しくはホームページにてご確認ください



【8月～令和４年２月】接種対象者及び接種目標
対象 対象者数

（R2.12月末）
目標ライン（接種率70％）

基礎疾患を有する者 10,277 7,193

高齢者施設等の従事者 2,005 1,403

60歳～64歳の者 7,914 5,539

エッセンシャルワーカー等 約8,000 約8,000

上記以外の
者（12歳以
上～59歳）

50～59 15,203 10,643

40～49 17,161 12,012

30～39 14,859 10,401

12～29 25,196 17,637

対象者数（12歳～64歳） 80,333 56,234

接種率70％以上を目標とし、56,234×２回=112,468回を8月～令和４年
２月までの間で完了させる。



優先順位 ７月 8月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月
①基礎疾患を
有する者

①60歳～64
歳

①高齢者施設
等の従業者

エッセンシャル
ワーカー等

②50歳～59
歳

③40歳～49
歳

④30歳～39
歳

⑤12歳～29
歳

1403人×2回=2806回

7,193人×2回=14,386回

5,539人×2回=11,078回

接種券発
送予定

接種券発
送予定

接種券発
送予定

接種券発
送予定

接種券発
送予定

接種券発
送予定

予約開
始

予約開始

接種券発
送予定

予約開始

※国から⽰されているワクチン供給状況に基づ
きスケジュールを作成。

※人口規模に応じて追加配分があると想定され
るが、見通しが立たないため追加配分が決定
次第、スケジュールの見直しを⾏う

接種券発
送予定

ワクチンの供給量に応じて優先的に実施

12歳～59歳の方
予約開始時期などは決定次第お
知らせします。
50,693人×2回=101,386回



【8月～R4.2月】接種会場別の試算①
①個別接種（市内医療機関）

＜接種想定数＞

〇国の個別医療機関への接種促進支援策や市独⾃事業にて医療機関への支援を継続的に実施。

8月～R4.２月まで市内医療機関の協力が継続して得られると想定。

・８月⇒約13,500回

・9月⇒約13,500回

・10月⇒約13,500回

・11月⇒約15,000回

・12月⇒約7,500回

・１月⇒約12,000回

・２月⇒約12,000回

見直し前の試算 見直し後の試算
R2年度高齢者インフルエンザ予防接
種等の実績によると 約7,500回/月

6/14～6/20までの実績数を参考
に約週3000回/週、約14,000回/月

計87,000回



【8月～R4.2月】接種会場別の試算②
②集団接種会場 （⼀時停⽌）

③モデルナ社でのワクチン接種
〇沖縄県が行う広域接種会場

〇職場等での接種

〇市町村が実施する会場

7月～R4.9月で計36,300回※供給開始～6月までに13,700回分供給済み

【個別医療機関での接種想定数 + モデルナ社でのワクチン接種想定数】

87,000回+ 36,300回=123,300回

供給が開始され9月末までのワクチン
供給量が5000万回とされているため、
国内対象者の総人口と比較するとうる
ま市配分量として

全期間で計50,000回と想定。



接種の予約方法

≪個別接種≫

〇直接、医療機関へ申し込み

➡各医療機関に問い合わせ



広報、問い合せ窓口等

≪広報・周知≫

〇広報うるま〇市ホームページ〇FMうるま等のラジオ番組

〇SNS（LINE、Facebook）

≪ワクチン接種に関する問い合わせ窓口≫

うるま市新型コロナワクチン接種コールセンター

電話０９８-９２３-７１40

【受付時間】月～金（祝祭日を除く） 9:00～17：00


