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令和３年７月５日 

十日町市新型コロナウイルスワクチン接種対策室 

新型コロナワクチンの接種状況と 

16歳から64歳までを対象とした接種計画について 

 

当市の新型コロナワクチンの接種状況と、16歳から64歳に達する方のワクチン接種計

画についてお知らせします。 

 

１ 十日町市の接種状況について 

(1) ７月４日現在の接種状況 

・１回目接種が完了した方：15,459回（高齢者人口に対する割合 73.4％） 

・２回目接種が完了した方： 6,469回（高齢者人口に対する割合 30.7％） 

(2) 添付資料：新型コロナワクチン接種スケジュール（資料１） 

 

２ 16歳から64歳までを対象とした接種計画について 

(1) 接種開始日：８月４日㈬～ ※10月中には希望者への接種を完了予定 

(2) 接種を受けるための手続き 

予約方式（本人による予約が必要） ※高齢者接種の「割付方式」から変更 

(3) 予約開始日 

国が示す優先接種順等に基づき、対象者別に接種枠及び予約開始日を分けて実施 

枠区分 予約開始日 対象 

先行枠 
７月12日㈪ 

午前９時 

・基礎疾患のある方   ・学校・児童福祉施設職員 

・60歳から64歳までの方 ・65歳以上で未接種の方 

通常枠 
７月26日㈪ 

午前９時 
すべての対象者 

   ※７月26日時点で先行枠に空きがある場合、すべての対象者が予約可能 

(4) 接種券の送付：７月12日㈪ころまでにすべての対象者へ接種券を送付 

(5) 予約方法：下記の２通りのいずれかで接種日時を指定して予約 ※当日予約不可 

①インターネット予約 

接種券番号とパスワード（生年月日）でログイン後、

接種会場・日時を選択して予約する。 

 十日町市ワクチン接種予約システム  

 https://vaccines.sciseed.jp/tokamachi 

②電話予約 

 十日町市ワクチン接種コールセンター  

    電話：0570-012-037／受付時間：午前９時～午後６時（祝日を除く月～土曜日） 

十日町市 

<<QR コード>> 



(6) 接種会場・接種日 

枠区分 接種会場 １回目接種日 ※（ ）内は２回目接種日 

先行枠 クロステン 

（⑨はラポート） 

① ８月４日（８月25日） 

② ８月５日（８月26日） 

③ ８月７日（８月28日） 

④ ８月８日（８月29日） 

⑤ ８月９日（８月30日） 

⑥ ８月11日（９月１日） 

⑦ ８月12日（９月２日） 

⑧ ８月18日（９月８日） 

⑨ ８月19日（９月９日） 

⑩ ８月21日（９月11日） 

⑪ ８月22日（９月12日） 

 上村診療所 ① ８月４日（８月25日） 

② ８月５日（８月26日） 

③ ８月７日（８月28日） 

④ ８月10日（８月31日） 

⑤ ８月11日（９月１日） 

⑥ ８月12日（９月２日） 

⑦ ８月18日（９月８日） 

⑧ ８月19日（９月９日） 

⑨ ８月21日（９月11日） 

通常枠 
 

※定員に満

たない先行

予約の接種

日も予約可 

クロステン 

（③・④はラポート） 

① ９月４日（９月25日） 

② ９月５日（９月26日） 

③ ９月15日（10月６日） 

④ ９月16日（10月７日） 

⑤ ９月18日（10月９日） 

⑥ ９月19日（10月10日） 

⑦ ９月20日（10月11日） 

上村診療所 ① ９月４日（９月25日） 

② ９月15日（10月６日） 

③ ９月16日（10月７日） 

④ ９月18日（10月９日） 

【表中留意事項】 

・予約時は、１回目の接種日から３週間後に２回目の接種日が設定される 

・１回目が９月下旬以降の接種日程は調整中 

・会場・医師の都合などにより、変更する場合あり 

・診療所等を会場とした個別接種については現在調整中 

・接種券に同封した「新型コロナワクチン接種のお知らせ」の日程のうち、上村診療所の先行

予約③と通常予約①は予約不可に変更 

 

(7) 診療所などを会場とした個別接種：現在調整中 

(8) 12歳から15歳までの接種：現在調整中 

 (9) 添付資料：新型コロナワクチン接種のお知らせ（資料２） 

 

 

 

■お問合せ先 

新型コロナウイルスワクチン接種対策室 

 担当：渡辺、吉樂  ☎025-755-5320 

 



対象 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

高
齢
者

７５歳以上

６５歳以上
７４歳以下

施設入所者

優
先
接
種

医療従事者

福祉施設
従事者

基礎疾患

小中学校
保育園等
従事者

６０歳以上
６４歳以下

一
般

１６歳以上
５９歳以下

７月中旬完了予定

７月末完了予定

６月上旬完了

８月中旬完了予定

７月末完了予定

新型コロナワクチン接種スケジュール

施設嘱託医・医師会・薬剤師会など
で巡回チームを組み、施設内での接
種を実施
※高齢者施設、障がい者施設 など

①十日町病院での集団接種
②施設入所者への施設内接種時
③高齢者接種会場での余剰
などで対応

基礎疾患を有する方で、重
症化のリスクが高いと医療
機関で判断された方

一般接種【事前予約方式】
①集団接種会場（クロステン、上村診療所）
②個別接種（調整中）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

十日町病院、松代病院で実施

※１２歳から１５歳の方については調整中

【資料１】



ワクチン接種までの流れ

接種費用

無料

令和３年度中に16歳〜64歳に達する方のワクチン接種を８月４日から開始します（事前予約制）。
予約については、混乱を避けるため、７月１２日から先行枠（基礎疾患のある方、学校・児童福祉
施設職員、60歳〜64歳の方）の予約受付を開始した後、７月２６日より、すべての対象者の予約受付
（通常枠）を開始します。

16歳から64歳までの方の接種を開始します

https://vaccines.sciseed.jp/tokamachi 「ワクチン接種予約

システム」 二次元コード

※当日の予約はできません

十日町市ワクチン接種予約システム（インターネット予約）
またはコールセンターから接種の予約をしてください。

１ 接種日時・会場を予約する

※コールセンターは混み合うことが予想されますので、できるだけインターネット予約をご利用ください。
※ワクチンは間隔を空けて２回接種する必要があります。このため、１回目の接種日から３週間後に２回目の

接種日が自動で設定されます。

「十日町市ワクチン接種予約システム」はこちら

当日の

持ち物

※12歳〜15歳の方のワクチン接種については、現在、調整中です。

※ご自宅で体温を測定して明らかに発熱がある場合や体調が悪い場合は、接種を控えていただき、予約のキャンセルを
行ってください（２回目接種の予約キャンセルの場合はコールセンターのみの対応となります）。

※「接種券」をお持ちでない場合、ワクチン接種を受けることができませんのでご注意ください。
（紛失した場合は、再発行しますのでコールセンターへご連絡ください）

２ ワクチン接種を受ける

【資料２】

「十日町市ワクチン接種コールセンター」
☎ ０５７０－０１２－０３７／受付時間：９時～１８時（祝日を除く月～土曜日）

◆スケジュール ※詳細は裏面

７月 ８月 ９月 １０月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

先行枠

通常枠
①

通常枠
②

26日９時〜 予約開始

予約開始

※混乱を避けるため、接種枠及び予約開始日を分けて実施します。
※通常枠①の予約開始以降、先行枠に空きがある場合はすべての方が予約できます。

接種（２回目）

接種（２回目）

接種（２回目）
12日９時 予約開始

◆接種会場
接種会場 接種日 受付時間

クロステンほか 水・木・土・日（一部、月曜日あり） 9：00～16：30

上村診療所 水・木・土（一部、火曜日あり） 15：00～17：00

※7月10日時点の接種会場です。個別医療機関での接種については決まり次第、市ホームページ・市報などでお知らせします。

当日は、接種券（※必須）、予診票、問診票、保険証（身分を証明できるもの）、
おくすり手帳（お持ちの場合）をご持参ください。

4日〜 接種（1回目）

接種（1回目）

裏面もご確認ください

4日〜 接種（1回目）

新型コロナワクチン接種のお知らせ

※受信拒否設定等を行われている方は、「info@mail.vaccines.sciseed.jp」から受信ができるように
設定をお願いします。
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検 索

お問い合わせ先

十日町市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
連絡先（ナビダイヤル）：０５７０−０１２−０３７
受付時間：９時〜１８時（祝日を除く月〜⼟曜日）

◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です（令和３年３月18日時点）。
１．以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

◎ ワクチン接種を受けるにはご本人の同意が必要です

◎ 住民票がある場所 （住所地） 以外での接種について

「新型コロナワクチン予防接種についての説明書（別添）」をご一読いただき、ワクチン接種を受ける
かどうかお考えください。なお、病気療養中などで接種に不安がある方は、かかりつけ医等にご相談くだ
さい。

１．慢性の呼吸器の病気
２．慢性の心臓病（高血圧を含む。）
３．慢性の腎臓病
４．慢性の肝臓病（肝硬変等）
５．インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病

又は他の病気を併発している糖尿病
６．血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
７．免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を

含む。）

８．ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
９．免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

１０．神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
１１．染色体異常
１２．重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
１３．睡眠時無呼吸症候群
１４. 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者

保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）
で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持
している場合）２．基準（BMI ３０以上）を満たす肥満の方

※ BMI ＝ 体重（kg）÷ 身⻑（ｍ）÷ 身⻑（m）
※ BMI ３０の目安：身⻑１７０ｃｍで体重８７ｋｇ、身⻑１６０ｃｍで体重７７ｋｇ

接種会場 １回目接種日 ※（ ）内は２回目接種日
先行枠 クロステン

※⑨のみラポート

①8月4日（8月25日）、②8月5日（8月26日）、③8月7日（8月28日）、
④8月8日（8月29日）、⑤8月9日（8月30日）、⑥8月11日（9月1日）、
⑦8月12日（9月2日）、⑧8月18日（9月8日）、⑨8月19日（9月9日）、
⑩8月21日（9月11日）、⑪8月22日（9月12日）

上村診療所 ①8月4日（8月25日）、②8月5日（8月26日）、③8月7日（8月28日）、
④8月10日（8月31日）、⑤8月11日（9月1日）、⑥8月12日（9月2日）、
⑦8月18日（9月8日）、⑧8月19日（9月9日）、⑨8月21日（9月11日）

通常枠
①

クロステン
※③④はラポート

①9月4日（9月25日）、②9月5日（9月26日）、③9月15日（10月6日）、
④9月16日（10月7日）、⑤9月18日（10月9日）、⑥9月19日（10月10日）、
⑦9月20日（10月11日）

上村診療所 ①9月4日（9月25日）、②9月15日（10月6日）、③9月16日（10月7日）、
④9月18日（10月9日）

十日町市以外でワクチン接種を希望される方は、接種予定の自治体・医療機関等にお問い合わせください。

◎ ワクチン接種日程

ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて２回受ける必要があります。
このため、ワクチン接種の予約は、１回目の接種日から３週間後に２回目の接種日が自動で設定されます。
なお、予約した後にやむを得ずキャンセルをする場合には、ワクチンの余剰を防止するため、必ず事前に

コールセンター（☎0570-012-037）へご連絡ください。

※通常枠②は現在、調整中です。決まり次第、市ホームページ・市報などでお知らせします。
※会場・医師等の都合により変更となる場合があります。
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【資料２】


