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4

出典：国土地理院ウェブサイト（地理院地図の白地図を彩色・強調・文字加工して作成）

黒

黄

赤

橙

直近１週間の人口10万人あたりの新規感染者数

（人口に関わらず、感染者の発生があった市区町村）

●松戸市 162.7人（8/21現在）

200人以上 199～150人

149～100人 100人未満

赤

黄橙

紫
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家族, 213人, 

25.3%

職場, 22人, 

2.6%

施設, 26人,

3.1%

接待飲食店,3人, 

0.4%

その他,28人, 

3.3%

不明, 551人, 

65.4%

843人

総数

3

(8/1～8/12)
※調査中を除く
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0～10歳未満, 

81人, 4%

10～19歳, 

150人, 

8%

20～59歳, 

1,264人, 

63%

60歳以上, 

505人, 

25%

3

2,000人

総数

1,580人

総数

0～10歳未満, 

140人, 7%

10～19歳, 

252人, 

13%

20～59歳, 

1,460人, 

74%

60歳以上, 

113人, 

6%

1,965人

総数

5

1/1～5/31 8/1～8/22



（8/1～8/12）

年代 感染者数

症状の割合

無症状・軽症 中等症 重症

0～19歳 169人 100% 0% 0%

20～39歳 369人 97% 3% 0%

40～59歳 242人 91% 9% 0%

60歳以上 40人 82% 15% 3%

※陽性判明時の症状 ※調査中・不明は除く

6



3

(7/5～8/15）

7

1回, 

14 人

なし, 94 人

不明, 33 人

総数
141人



大半がデルタ株
感染力は従来株と比べ大変強い

高齢者の新規感染が大幅減
ワクチン接種の効果鮮明

感染すれば中等症以上の確率高く

若い人は症状軽くても油断禁物
・軽症でも苦しく、後遺症も

ワクチン未接種の４０～５０代が高リスク
感染率高く、重症化の可能性

１

２

４

３

8

・子どもにも感染拡大



１ ワクチン接種の促進―保育士、小中学校職員の感染防止策

保育所・放課後児童クラブ・幼稚園・小中学校に従事する職員のうち、
希望があるのに予約できていない方（市外居住者含む）にワクチン接種
を検討中

２ 休園基準の設定―園児の感染防止策

市独自で休園基準を設け感染対策を強化（保育所、放課後児童クラブ）

３ 休園時の園児のフォロー体制充実

当該クラスの園児を対象に、毎日モニタリングして健康管理

４ 小中学校は夏休み明けの対策強化

• 授業は身体接触・接近する活動、声出し、合唱、調理などを行わない
• 修学旅行など宿泊を伴う学習は、延期・中止・計画の変更
• 部活動も制限

9



3

入院中, 

16.3%

自宅療養, 

76.7%

入院・ホテル療養等調整中, 

3.4%

ホテル療養, 3.4% その他, 0.2%
8月19日時点

（R3.8.19時点）

10



• 中等症者、重症者を受け入れる病床は満床状態

→千葉県が増床に向けて検討中

11

確保病床数の占有率（全体） 確保病床数の占有率（重症者用） 療養者数

79.6％（1,360床中1,082床） 77.3％（132床中102床） 11979人

（千葉県 8/21）

• 自宅療養者が急増

→自宅療養者の健康観察等、保健所業務
応援のために市職員３５人を派遣

→自宅療養者支援について医師会に協力要
請済み



約70%

４０万回
（８月までの接種数）

８～１２万回
（９月の接種数）

１３万回
（職域接種）

《想定》

９０万回（接種対象：１２歳以上人口４５万人×２回分）

〇９月末までに接種対象者の約７０％が接種できる見込み。

　　・ワクチン接種希望者は接種できる。

９月までの接種数６１万回～６５万回

12


左の全体

																																		2021.07.08 18:34 現在 ゲンザイ

				ワクチン接種進捗管理 セッシュ シンチョク カンリ																単位：千回 タンイ セン カイ		　Ａワクチン供給数とＢ接種体制の関係 キョウキュウ カズ セッシュ タイセイ カンケイ

								5月 ツキ		6月 ツキ		6月まで ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ				①以降の供給数に対して②以降の接種体制が上回っているため、ワクチン供給数を増やしていく必要がある。 イコウ キョウキュウ カズ タイ イコウ セッシュ タイセイ ウワマワ キョウキュウ カズ フ ヒツヨウ



				Ａ　ワクチン供給数　※１ キョウキュウ スウ				75		245		320		77		78		78				　Ｃ予約枠数とＤ予約状況の関係 ヨヤク ワク カズ ヨヤク ジョウキョウ カンケイ

						Ｆ累計 ルイケイ		75		320		320		397		475		553		553				
予約状況の③は、現在、予約を受付ている状況。 ヨヤク ジョウキョウ ゲンザイ ヨヤク ウケツケ ジョウキョウ

				Ｂ　接種体制 セッシュ タイセイ						174		174		126		117		128		133		　Ｂ接種体制とＣ予約枠数の関係 カンケイ

						Ｈ累計 ルイケイ		0		174		174		300		417		545		678				②以降の接種体制は、７月中旬からキテミテマツドBの開設計画があることからすべての予約枠数を上回っており、体制は組めている。
８月はお盆休みによる体制の減がある。 イコウ セッシュ タイセイ ツキ チュウジュン カイセツ ケイカク ヨヤク ワク スウ ウワマワ タイセイ ク ツキ ボン ヤス タイセイ ゲン

				Ｃ　予約枠数 ヨヤク ワク スウ				54		120		174		119		102		128		133

						Ｉ累計 ルイケイ		54		174		174		293		395		523		656		　Ｂ接種体制のＨ累計とＤ予約状況のＪ累計の関係　 ルイケイ ジョウキョウ ルイケイ カンケイ

				Ｄ　予約状況 ヨヤク ジョウキョウ						159		159		119		65		128		133				
８月以降にある、④と⑤の行の差が大きくなっているため、ワクチン供給数を増やしていく必要がある。 ツキ イコウ ギョウ サ オオ

						Ｊ累計 ルイケイ		0		159		159		278		343		471		604

				Ｅ　接種状況 セッシュ ジョウキョウ						157		157		119		65		128		133

						Ｋ累計 ルイケイ		0		157		157		276		341		469		602

				
　F　在庫 ザイコ				（A - E）		（A - E）		（A - E）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）

								75		88		163		△ 49		△ 39		△ 50		△ 133

						Ｋ累計 ルイケイ		75		163		163		114		75		25		△ 108

				※ ワクチン供給数は７月６日時点 キョウキュウ カズ ツキ ヒ ジテン

				※ 100％接種 869,000回、90％接種 782,100回、80％接種 695,200回、70％接種 608,300回 セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ

				※ 網掛け部分は、見込み数・予定数 アミカ ブブン ミコ カズ ヨテイ カズ

																																						《高齢者施設分》 コウレイシャ シセツ ブン

																																						　　６月まで２０千回分を含む ツキ センカイ ブン フク

																																						　　７月に１３千回分を含む ツキ センカイ ブン フク

																																						　　８月、９月に１千回分を含む ツキ ツキ センカイ ブン フク



4

5

体制は整っているが、ワクチン供給数が
確保できないために接種数が増えない状況である。

この５つの項目の関係に変化があれば、
「人」「ワクチン」「体制（場所等）」のどこかを修正・強化すればよい。
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左の高齢者のみ

																																		2021.07.08 18:34 現在 ゲンザイ

				ワクチン接種進捗管理（高齢者施設のみ） セッシュ シンチョク カンリ コウレイシャ シセツ																単位：千回 タンイ セン カイ

								5月 ツキ		6月 ツキ		6月まで ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ



				Ａ　ワクチン供給数　※１ キョウキュウ スウ				8		12		20		13		1		1		0

						Ｆ累計 ルイケイ		8		20		20		33		34		35		35

				Ｂ　接種体制 セッシュ タイセイ				8		12		20		13		1		1		0

						Ｈ累計 ルイケイ		8		20		20		33		34		35		35

				Ｃ　予約枠数 ヨヤク ワク スウ				8		12		20		13		1		1		0

						Ｉ累計 ルイケイ		8		20		20		33		34		35		35

				Ｄ　予約状況 ヨヤク ジョウキョウ				8		12		20		13		1		1		0

						Ｊ累計 ルイケイ		8		20		20		33		34		35		35

				Ｅ　接種状況 セッシュ ジョウキョウ				8		12		20		13		1		1		0

						Ｋ累計 ルイケイ		8		20		20		33		34		35		35

				
　F　在庫 ザイコ				（A - E）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）

								0		0		0		0		0		0		0

						Ｋ累計 ルイケイ		0		0		0		0		0		0		0

				※ ワクチン供給数は７月６日時点 キョウキュウ カズ ツキ ヒ ジテン

				※ 100％接種 869,000回、90％接種 782,100回、80％接種 695,200回、70％接種 608,300回 セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ

				※ 網掛け部分は、見込み数・予定数 アミカ ブブン ミコ カズ ヨテイ カズ
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左の高齢者除く

																																		2021.07.08 18:34 現在 ゲンザイ

				ワクチン接種進捗管理（高齢者施設除く） セッシュ シンチョク カンリ コウレイシャ シセツ ノゾ																単位：千回 タンイ セン カイ		　Ａワクチン供給数とＢ接種体制の関係 キョウキュウ カズ セッシュ タイセイ カンケイ

								5月 ツキ		6月 ツキ		6月まで ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ				①以降の供給数に対して②以降の接種体制が上回っているため、ワクチン供給数を増やしていく必要がある。 イコウ キョウキュウ カズ タイ イコウ セッシュ タイセイ ウワマワ キョウキュウ カズ フ ヒツヨウ



				Ａ　ワクチン供給数　※１ キョウキュウ スウ				67		233		300		64		77		77		0		　Ｃ予約枠数とＤ予約状況の関係 ヨヤク ワク カズ ヨヤク ジョウキョウ カンケイ

						Ｆ累計 ルイケイ		67		300		300		364		441		518		518				
予約状況の③は、現在、予約を受付ている状況。 ヨヤク ジョウキョウ ゲンザイ ヨヤク ウケツケ ジョウキョウ

				Ｂ　接種体制 セッシュ タイセイ				(8)		162		154		113		116		127		133		　Ｂ接種体制とＣ予約枠数の関係 カンケイ

						Ｈ累計 ルイケイ		(8)		154		154		267		383		510		643				②以降の接種体制は、７月中旬からキテミテマツドBの開設計画があることからすべての予約枠数を上回っており、体制は組めている。
８月はお盆休みによる体制の減がある。 イコウ セッシュ タイセイ ツキ チュウジュン カイセツ ケイカク ヨヤク ワク スウ ウワマワ タイセイ ク ツキ ボン ヤス タイセイ ゲン

				Ｃ　予約枠数 ヨヤク ワク スウ				46		108		154		106		101		127		133

						Ｉ累計 ルイケイ		46		154		154		260		361		488		621		　Ｂ接種体制のＨ累計とＤ予約状況のＪ累計の関係　 ルイケイ ジョウキョウ ルイケイ カンケイ

				Ｄ　予約状況 ヨヤク ジョウキョウ				(8)		147		139		106		64		127		133				
８月以降にある、④と⑤の行の差が大きくなっているため、ワクチン供給数を増やしていく必要がある。 ツキ イコウ ギョウ サ オオ

						Ｊ累計 ルイケイ		(8)		139		139		245		309		436		569

				Ｅ　接種状況 セッシュ ジョウキョウ				(8)		145		137		106		64		127		133

						Ｋ累計 ルイケイ		(8)		137		137		243		307		434		567

				
　F　在庫 ザイコ				（A - E）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）

								75		88		163		△ 49		△ 39		△ 50		△ 133

						Ｋ累計 ルイケイ		75		163		163		114		75		25		△ 108

				※ ワクチン供給数は７月６日時点 キョウキュウ カズ ツキ ヒ ジテン

				※ 100％接種 869,000回、90％接種 782,100回、80％接種 695,200回、70％接種 608,300回 セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ

				※ 網掛け部分は、見込み数・予定数 アミカ ブブン ミコ カズ ヨテイ カズ





4

5

体制は整っているが、ワクチン供給数が
確保できないために接種数が増えない状況である。

この５つの項目の関係に変化があれば、
「人」「ワクチン」「体制（場所等）」のどこかを修正・強化すればよい。
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左の全体 (2)

																																		2021.07.08 18:34 現在 ゲンザイ

				ワクチン接種進捗管理 セッシュ シンチョク カンリ				4・5クール		6・7・8クール				9・10クール		11・12クール		13.14クール		単位：千回 タンイ セン カイ		　Ａワクチン供給数とＢ接種体制の関係 キョウキュウ カズ セッシュ タイセイ カンケイ

								5月 ツキ		6月 ツキ		6月まで ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ				①以降の供給数に対して②以降の接種体制が上回っているため、ワクチン供給数を増やしていく必要がある。 イコウ キョウキュウ カズ タイ イコウ セッシュ タイセイ ウワマワ キョウキュウ カズ フ ヒツヨウ



				Ａ　ワクチン供給数　※１ キョウキュウ スウ				75		245		320		77		78		78				　Ｃ予約枠数とＤ予約状況の関係 ヨヤク ワク カズ ヨヤク ジョウキョウ カンケイ

						Ｆ累計 ルイケイ		75		320		320		397		475		553		553				
予約状況の③は、現在、予約を受付ている状況。 ヨヤク ジョウキョウ ゲンザイ ヨヤク ウケツケ ジョウキョウ

				Ｂ　接種体制 セッシュ タイセイ				53		144		197		126		117		128		133		　Ｂ接種体制とＣ予約枠数の関係 カンケイ

						Ｈ累計 ルイケイ		53		197		197		323		440		568		701				②以降の接種体制は、７月中旬からキテミテマツドBの開設計画があることからすべての予約枠数を上回っており、体制は組めている。
８月はお盆休みによる体制の減がある。 イコウ セッシュ タイセイ ツキ チュウジュン カイセツ ケイカク ヨヤク ワク スウ ウワマワ タイセイ ク ツキ ボン ヤス タイセイ ゲン

				Ｃ　予約枠数 ヨヤク ワク スウ				53		120		173		126		117		128		133

						Ｉ累計 ルイケイ		53		173		173		299		416		544		677		　Ｂ接種体制のＨ累計とＤ予約状況のＪ累計の関係　 ルイケイ ジョウキョウ ルイケイ カンケイ

				Ｄ　予約状況 ヨヤク ジョウキョウ						159		159		119		65		128		133				
８月以降にある、④と⑤の行の差が大きくなっているため、ワクチン供給数を増やしていく必要がある。 ツキ イコウ ギョウ サ オオ

						Ｊ累計 ルイケイ		0		159		159		278		343		471		604

				Ｅ　接種状況 セッシュ ジョウキョウ						157		157		119		65		128		133

						Ｋ累計 ルイケイ		0		157		157		276		341		469		602

				
　F　在庫 ザイコ

						（Ａ－Ｂ）		22		101		123		△ 49		△ 39		△ 50		△ 133

						Ｋ累計 ルイケイ		22		123		123		74		35		△ 15		△ 148

				
　F　在庫 ザイコ

						（Ａ－Ｅ）		75		88		163		△ 49		△ 39		△ 50		△ 133

						Ｋ累計 ルイケイ		75		163		163		114		75		25		△ 108

				※ ワクチン供給数は７月６日時点 キョウキュウ カズ ツキ ヒ ジテン

				※ 100％接種 869,000回、90％接種 782,100回、80％接種 695,200回、70％接種 608,300回 セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ

				※ 網掛け部分は、見込み数・予定数 アミカ ブブン ミコ カズ ヨテイ カズ

																																						《高齢者施設分》 コウレイシャ シセツ ブン

																																						　　６月まで２０千回分を含む ツキ センカイ ブン フク

																																						　　７月に１３千回分を含む ツキ センカイ ブン フク

																																						　　８月、９月に１千回分を含む ツキ ツキ センカイ ブン フク



4

5

体制は整っているが、ワクチン供給数が
確保できないために接種数が増えない状況である。

この５つの項目の関係に変化があれば、
「人」「ワクチン」「体制（場所等）」のどこかを修正・強化すればよい。
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左の全体 (0714)

																																		2021.07.08 18:34 現在 ゲンザイ

				ワクチン接種進捗管理 セッシュ シンチョク カンリ				4・5クール		6・7・8クール				9・10クール		11・12クール		13.14クール		単位：千回 タンイ セン カイ		　Ａワクチン供給数とＢ接種体制の関係 キョウキュウ カズ セッシュ タイセイ カンケイ

								5月 ツキ		6月 ツキ		6月まで ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ				①以降の供給数に対して②以降の接種体制が上回っているため、ワクチン供給数を増やしていく必要がある。 イコウ キョウキュウ カズ タイ イコウ セッシュ タイセイ ウワマワ キョウキュウ カズ フ ヒツヨウ



				Ａ　ワクチン供給数　※１ キョウキュウ スウ				75		245		320		77		78		78				　Ｃ予約枠数とＤ予約状況の関係 ヨヤク ワク カズ ヨヤク ジョウキョウ カンケイ

						H累計 ルイケイ		75		320		320		397		475		553		553				
予約状況の③は、現在、予約を受付ている状況。 ヨヤク ジョウキョウ ゲンザイ ヨヤク ウケツケ ジョウキョウ

				Ｂ　接種体制 セッシュ タイセイ				53		144		197		126		117		128		133		　Ｂ接種体制とＣ予約枠数の関係 カンケイ

						Ｉ累計 ルイケイ		53		197		197		323		440		568		701				②以降の接種体制は、７月中旬からキテミテマツドBの開設計画があることからすべての予約枠数を上回っており、体制は組めている。
８月はお盆休みによる体制の減がある。 イコウ セッシュ タイセイ ツキ チュウジュン カイセツ ケイカク ヨヤク ワク スウ ウワマワ タイセイ ク ツキ ボン ヤス タイセイ ゲン

				Ｃ　予約枠数 ヨヤク ワク スウ				53		120		173		119		102		128		133

						Ｊ累計 ルイケイ		53		173		173		292		394		522		655		　Ｂ接種体制のI累計とＤ予約状況のK累計の関係　 ルイケイ ジョウキョウ ルイケイ カンケイ

				Ｄ　予約状況 ヨヤク ジョウキョウ						159		159		119		102		128		133				
８月以降にある、④と⑤の行の差が大きくなっているため、ワクチン供給数を増やしていく必要がある。 ツキ イコウ ギョウ サ オオ

						Ｋ累計 ルイケイ		0		159		159		278		380		508		641

				Ｅ　接種状況 セッシュ ジョウキョウ						157		157		119		102		128		133

						L累計 ルイケイ		0		157		157		276		378		506		639

				
　F　在庫 ザイコ

						（Ａ－Ｂ）		22		101		123		△ 49		△ 39		△ 50		△ 133

						M累計 ルイケイ		22		123		123		74		35		△ 15		△ 148

				
　G　在庫 ザイコ

						（Ａ－Ｅ）		75		88		163		△ 49		△ 39		△ 50		△ 133

						N累計 ルイケイ		75		163		163		114		75		25		△ 108

				※ ワクチン供給数は７月６日時点 キョウキュウ カズ ツキ ヒ ジテン

				※ 100％接種 869,000回、90％接種 782,100回、80％接種 695,200回、70％接種 608,300回 セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ

				※ 網掛け部分は、見込み数・予定数 アミカ ブブン ミコ カズ ヨテイ カズ

																																						《高齢者施設分》 コウレイシャ シセツ ブン

																																						　　６月まで２０千回分を含む ツキ センカイ ブン フク

																																						　　７月に１３千回分を含む ツキ センカイ ブン フク

																																						　　８月、９月に１千回分を含む ツキ ツキ センカイ ブン フク



4

体制は整っているが、ワクチン供給数が
確保できないために接種数が増えない状況である。

この５つの項目の関係に変化があれば、
「人」「ワクチン」「体制（場所等）」のどこかを修正・強化すればよい。
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左の全体(715)



				ワクチン接種進捗管理 セッシュ シンチョク カンリ				4・5クール		6・7・8クール				9・10クール		11・12クール		13.14クール		単位：千回 タンイ セン カイ

								5月 ツキ		6月 ツキ		6月まで ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ



				Ａ　ワクチン供給数　※１ キョウキュウ スウ				75		245		320		77		68		78				　Ａワクチン供給数とＢ接種体制の関係 キョウキュウ カズ セッシュ タイセイ カンケイ

						G累計 ルイケイ		75		320		320		397		465		543		543				①以降の供給数に対して②以降の接種体制が上回っているため、ワクチン供給数を増やしていくことと併せて、更なる接種勧奨に努める。 イコウ キョウキュウ カズ タイ イコウ セッシュ タイセイ ウワマワ キョウキュウ カズ フ アワ サラ セッシュ カンショウ ツト

				Ｂ　接種体制 セッシュ タイセイ				53		144		197		126		117		128		133

						H累計 ルイケイ		53		197		197		323		440		568		701		　Ｃ予約枠数とＤ予約状況の関係 ヨヤク ワク カズ ヨヤク ジョウキョウ カンケイ

				Ｃ　予約枠数 ヨヤク ワク スウ				53		120		173		119		102		128		133				
予約状況の③は、現在、予約を受付けている状況。 ヨヤク ジョウキョウ ゲンザイ ヨヤク ウケツケ ジョウキョウ

						Ｉ累計 ルイケイ		53		173		173		292		394		522		655		　Ｂ接種体制とＣ予約枠数の関係 カンケイ

				Ｄ　予約状況 ヨヤク ジョウキョウ						159		159		119		102		128		133				②以降の接種体制は、７月中旬からキテミテマツドBの開設計画があることから、７月・８月の予約枠数を上回っており、体制は組めている。
８月はお盆休みによる体制の減がある。 イコウ セッシュ タイセイ ツキ チュウジュン カイセツ ケイカク ガツ ガツ ヨヤク ワク スウ ウワマワ タイセイ ク ツキ ボン ヤス タイセイ ゲン

						Ｊ累計 ルイケイ		0		159		159		278		380		508		641

				Ｅ　接種状況 セッシュ ジョウキョウ						157		157		119		102		128		133

						Ｋ累計 ルイケイ		0		157		157		276		378		506		639

				
　F　在庫 ザイコ

						（Ａ－Ｂ）		22		101		123		△ 49		△ 49		△ 50		△ 133

						L累計 ルイケイ		22		123		123		74		25		△ 25		△ 158

				※ ワクチン供給数は７月６日時点 キョウキュウ カズ ツキ ヒ ジテン

				※ 100％接種 869,000回、90％接種 782,100回、80％接種 695,200回、70％接種 608,300回 セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ

				※ 網掛け部分は、見込み数・予定数 アミカ ブブン ミコ カズ ヨテイ カズ

																																						《高齢者施設分》 コウレイシャ シセツ ブン

																																						　　６月まで２０千回分を含む ツキ センカイ ブン フク

																																						　　７月に１３千回分を含む ツキ センカイ ブン フク

																																						　　８月、９月に１千回分を含む ツキ ツキ センカイ ブン フク



体制は整っているが、ワクチン供給数が
確保できないために接種数が増えない状況である。

この５つの項目の関係に変化があれば、
「人」「ワクチン」「体制（場所等）」のどこかを修正・強化すればよい。
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資　料　２



左の高齢者のみ (0715)

																																		2021.07.08 18:34 現在 ゲンザイ

				ワクチン接種進捗管理（高齢者施設のみ） セッシュ シンチョク カンリ コウレイシャ シセツ																単位：千回 タンイ セン カイ

								5月 ツキ		6月 ツキ		6月まで ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ



				Ａ　ワクチン供給数　※１ キョウキュウ スウ				8		12		20		13		1		1		0

						Ｆ累計 ルイケイ		8		20		20		33		34		35		35

				Ｂ　接種体制 セッシュ タイセイ				8		12		20		13		1		1		0

						Ｈ累計 ルイケイ		8		20		20		33		34		35		35

				Ｃ　予約枠数 ヨヤク ワク スウ				8		12		20		13		1		1		0

						Ｉ累計 ルイケイ		8		20		20		33		34		35		35

				Ｄ　予約状況 ヨヤク ジョウキョウ				8		12		20		13		1		1		0

						Ｊ累計 ルイケイ		8		20		20		33		34		35		35

				Ｅ　接種状況 セッシュ ジョウキョウ				8		12		20		13		1		1		0

						Ｋ累計 ルイケイ		8		20		20		33		34		35		35

				
　F　在庫 ザイコ				（A - E）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）

								0		0		0		0		0		0		0

						Ｋ累計 ルイケイ		0		0		0		0		0		0		0

				※ ワクチン供給数は７月６日時点 キョウキュウ カズ ツキ ヒ ジテン

				※ 100％接種 869,000回、90％接種 782,100回、80％接種 695,200回、70％接種 608,300回 セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ

				※ 網掛け部分は、見込み数・予定数 アミカ ブブン ミコ カズ ヨテイ カズ







左の高齢者除く (0715)

																																		2021.07.08 18:34 現在 ゲンザイ

				ワクチン接種進捗管理（高齢者施設除く） セッシュ シンチョク カンリ コウレイシャ シセツ ノゾ																単位：千回 タンイ セン カイ

								5月 ツキ		6月 ツキ		6月まで ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ



				Ａ　ワクチン供給数　※１ キョウキュウ スウ				67		233		300		64		74		98		44

						Ｆ累計 ルイケイ		67		300		300		364		438		536		580

				Ｂ　接種体制 セッシュ タイセイ				(8)		162		177		99		101		127		133

						Ｈ累計 ルイケイ		(8)		154		177		276		377		504		637

				Ｃ　予約枠数 ヨヤク ワク スウ				46		108		153		99		101		127		133

						Ｉ累計 ルイケイ		46		154		153		252		353		480		613

				Ｄ　予約状況 ヨヤク ジョウキョウ				(8)		147		139		99		101		127		133

						Ｊ累計 ルイケイ		(8)		139		139		238		339		466		599

				Ｅ　接種状況 セッシュ ジョウキョウ				(8)		145		137		98		101		127		133

						Ｋ累計 ルイケイ		(8)		137		137		235		336		463		596

				
　F　在庫 ザイコ				（A - E）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）

								75		88		123		△ 35		△ 27		△ 29		△ 89

						Ｋ累計 ルイケイ		75		163		123		88		61		32		△ 57

				※ ワクチン供給数は７月６日時点 キョウキュウ カズ ツキ ヒ ジテン

				※ 100％接種 869,000回、90％接種 782,100回、80％接種 695,200回、70％接種 608,300回 セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ

				※ 網掛け部分は、見込み数・予定数 アミカ ブブン ミコ カズ ヨテイ カズ







7月9日市長手書き資料（0715）

						ワクチン供給（全国と松戸市） キョウキュウ ゼンコク マツドシ

										６月まで ツキ								７月～９月 ツキ ツキ								合　　　計 ゴウ ケイ





						全国 ゼンコク		ファイザー				10,000		万回 マンカイ						7,000		万回 マンカイ						17,000		万回 マンカイ		77％



																																		日本の人口　12,500万人 ニホン ジンコウ マンニン

								モデルナ				1,370		万回 マンカイ						3,630		万回 マンカイ						5,000		万回 マンカイ		23％				　×　２回 カイ

																																				　　25,000万回 マンカイ





								合計 ゴウケイ				11,370		万回 マンカイ						10,630		万回 マンカイ						22,000		万回 マンカイ











						松戸市 マツドシ		松戸市分 マツドシ ブン				320		千回 センカイ				7月 ツキ		77		千回 センカイ						・ワクチン供給543千回分 キョウキュウ センカイ ブン



																												・医療関係者　32千回 イリョウ カンケイシャ センカイ

								医療関係 イリョウ カンケイ				32		千回 センカイ				８月 ツキ		68		千回 センカイ

																												・職域接種　134千回（20歳～64歳の約23％が接種と仮定） ショクイキ セッシュ センカイ サイ サイ ヤク セッシュ カテイ

																														（20歳～64歳人口　291,271人令和3年3月31日現在） サイ サイ ジンコウ ニン レイワ ネン ツキ ヒ ゲンザイ

																		９月 ツキ		78		千回 センカイ















接種希望者分は９月までに供給される。

８８％

合計　約７０９千回分（約３５.５万人分）
松戸市人口の７１％が接種
　（接種対象者の８２％）




希望者分は９月までに供給される。

《方針》
９月末までに極力在庫を減らして、供給分は接種する。

（予測されること)
８月後半から予約が埋まらなくなる恐れがある。

資　料　１



左の全体 (715)を(820で使用）



				ワクチン接種進捗管理 セッシュ シンチョク カンリ				4・5クール		6・7・8クール				9・10クール		9・10クール		11・12クール		13.14クール		単位：千回 タンイ セン カイ

								5月 ツキ		6月 ツキ		6月まで ツキ		7月 ツキ		7月まで ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ



				Ａ　ワクチン供給数　※１ キョウキュウ スウ				75		245		320		77

作成者: 33箱＋33箱＝66箱＝77,220回		397		75

作成者: ２９箱＋３５箱＝６４箱＝７４，８８０回分		99

作成者: ４８箱（13ｸｰﾙ）＋３７箱（14ｸｰﾙ）＝８５箱＝９９，４５０回		44

作成者: ３８箱（15ｸｰﾙ）＝４４，４６０		　Ａワクチン供給数とＢ接種体制の関係 キョウキュウ カズ セッシュ タイセイ カンケイ

						G累計 ルイケイ		75		320		320		397		397		472		571		615				①以降の供給数に対して②以降の接種体制が上回っているため、ワクチン供給数を増やしていくことと併せて、更なる接種勧奨に努める。 イコウ キョウキュウ カズ タイ イコウ セッシュ タイセイ ウワマワ キョウキュウ カズ フ アワ サラ セッシュ カンショウ ツト

				Ｂ　接種体制 セッシュ タイセイ				53		144		197		112		309		102		128		133

						H累計 ルイケイ		53		197		197		309		309		411		539		672

				Ｃ　予約枠数 ヨヤク ワク スウ				53		120		173		112		285		102		128		133		　Ｂ接種体制とＣ予約枠数の関係 カンケイ

						Ｉ累計 ルイケイ		53		173		173		285		285		387		515		648				②以降の接種体制は、９月からキテミテマツドBの開設計画があることから、８月の予約枠数を上回っており、体制は組めている。
８月はお盆休みによる体制の減がある。 イコウ セッシュ タイセイ ツキ カイセツ ケイカク ガツ ヨヤク ワク スウ ウワマワ タイセイ ク ツキ ボン ヤス タイセイ ゲン

				Ｄ　予約状況 ヨヤク ジョウキョウ						159		159		112		271		102		128		133

						Ｊ累計 ルイケイ		0		159		159		271		271		373		501		634

				Ｅ　接種状況 セッシュ ジョウキョウ						157		157		111

作成者: ワクチン接種状況（速報値）では累積256（当該月99）だが、8月10日までにステータス変更をおこなった分12
をのせる。
		268

作成者: ワクチン接種状況（速報値）では累積256（当該月99）だが、8月10日までにステータス変更をおこなった分12
をのせる。
		102		128		133

						Ｋ累計 ルイケイ		0		157		157		268		268		370		498		631

				
　F　在庫 ザイコ

						（Ａ－Ｂ）		22		101		123		△ 35		88		△ 27		△ 29		△ 89

						L累計 ルイケイ		22		123		123		88		88		61		32		△ 57

				※ ワクチン供給数は８月17日時点 キョウキュウ カズ ツキ ヒ ジテン

				※ 100％接種 869,000回、90％接種 782,100回、80％接種 695,200回、70％接種 608,300回 セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ

作成者: 65歳以上220,000回
55歳から64歳116,000回
40歳から54歳231,000回
12歳から39歳302,000回


														

作成者: 33箱＋33箱＝66箱＝77,220回				

作成者: ２９箱＋３５箱＝６４箱＝７４，８８０回分		

作成者: ４８箱（13ｸｰﾙ）＋３７箱（14ｸｰﾙ）＝８５箱＝９９，４５０回		

作成者: ３８箱（15ｸｰﾙ）＝４４，４６０		※ 網掛け部分は、見込み数・予定数 アミカ ブブン ミコ カズ ヨテイ カズ

																																								《高齢者施設分》 コウレイシャ シセツ ブン

																																								　　７月まで２６千回分を含む ツキ センカイ ブン フク

																																								　　８月１千回分を含む ツキ センカイ ブン フク





体制は整っているが、ワクチン供給数が
確保できないために接種数が増えない状況である。

この５つの項目の関係に変化があれば、
「人」「ワクチン」「体制（場所等）」のどこかを修正・強化すればよい。

1

2

資　料　２



左の高齢者のみ（715）を8月以降修正

																																				2021.07.08 18:34 現在 ゲンザイ

				ワクチン接種進捗管理（高齢者施設のみ） セッシュ シンチョク カンリ コウレイシャ シセツ																		単位：千回 タンイ セン カイ

								5月 ツキ		6月 ツキ		6月まで ツキ		7月 ツキ		7月まで ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ



				Ａ　ワクチン供給数　※１ キョウキュウ スウ				8		12		20		6		6		1		0		0

						Ｆ累計 ルイケイ		8		20		20		26		26		27		27		27

				Ｂ　接種体制 セッシュ タイセイ				8		12		20		6		6		1		0		0

						Ｈ累計 ルイケイ		8		20		20		26		26		27		27		27

				Ｃ　予約枠数 ヨヤク ワク スウ				8		12		20		6		6		1		0		0

						Ｉ累計 ルイケイ		8		20		20		26		26		27		27		27

				Ｄ　予約状況 ヨヤク ジョウキョウ				8		12		20		6		6		1		0		0

						Ｊ累計 ルイケイ		8		20		20		26		26		27		27		27

				Ｅ　接種状況 セッシュ ジョウキョウ				8		12		20		6		6		1		0		0

						Ｋ累計 ルイケイ		8		20		20		26		26		27		27		27

				
　F　在庫 ザイコ				（A - E）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）

								0		0		0		0		0		0		0		0

						Ｋ累計 ルイケイ		0		0		0		0		0		0		0		0

				※ ワクチン供給数は８月17日時点 キョウキュウ カズ ツキ ヒ ジテン

				※ 100％接種 869,000回、90％接種 782,100回、80％接種 695,200回、70％接種 608,300回 セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ

				※ 網掛け部分は、見込み数・予定数 アミカ ブブン ミコ カズ ヨテイ カズ







左の高齢者を除く（715）を8月以降修正

																																				2021.07.08 18:34 現在 ゲンザイ

				ワクチン接種進捗管理（高齢者施設除く） セッシュ シンチョク カンリ コウレイシャ シセツ ノゾ																		単位：千回 タンイ セン カイ

								5月 ツキ		6月 ツキ		6月まで ツキ		7月 ツキ		7月まで ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ



				Ａ　ワクチン供給数　※１ キョウキュウ スウ				67		233		300		71		391		74		99		44

						Ｆ累計 ルイケイ		67		300		300		371		371		445		544		588

				Ｂ　接種体制 セッシュ タイセイ				(8)		162		177		106		303		101		128		133

						Ｈ累計 ルイケイ		(8)		154		177		283		283		384		512		645

				Ｃ　予約枠数 ヨヤク ワク スウ				46		108		153		106		279		101		128		133

						Ｉ累計 ルイケイ		46		154		153		259		259		360		488		621

				Ｄ　予約状況 ヨヤク ジョウキョウ				(8)		147		139		106		265		101		128		133

						Ｊ累計 ルイケイ		(8)		139		139		245		245		346		474		607

				Ｅ　接種状況 セッシュ ジョウキョウ				(8)		145		137		105		262		101		128		133

						Ｋ累計 ルイケイ		(8)		137		137		242		242		343		471		604

				
　F　在庫 ザイコ				（A - E）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）		（A - B）

								75		88		123		△ 35		88		△ 27		△ 29		△ 89

						Ｋ累計 ルイケイ		75		163		123		88		88		61		32		△ 57

				※ ワクチン供給数は８月17日時点 キョウキュウ カズ ツキ ヒ ジテン

				※ 100％接種 869,000回、90％接種 782,100回、80％接種 695,200回、70％接種 608,300回 セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ セッシュ カイ

				※ 網掛け部分は、見込み数・予定数 アミカ ブブン ミコ カズ ヨテイ カズ







７月9日市長手書き資料 (0715)を８月に修正

						ワクチン供給（全国と松戸市） キョウキュウ ゼンコク マツドシ

										６月まで ツキ								７月～９月 ツキ ツキ								合　　　計 ゴウ ケイ





						全国 ゼンコク		ファイザー				10,000		万回 マンカイ						7,000		万回 マンカイ						17,000		万回 マンカイ		77％



																																		日本の人口　12,500万人 ニホン ジンコウ マンニン

								モデルナ				1,370		万回 マンカイ						3,630		万回 マンカイ						5,000		万回 マンカイ		23％				　×　２回 カイ

																																				　　25,000万回 マンカイ





								合計 ゴウケイ				11,370		万回 マンカイ						10,630		万回 マンカイ						22,000		万回 マンカイ











						松戸市 マツドシ		松戸市分 マツドシ ブン				320		千回 センカイ				7月 ツキ		77		千回 センカイ						・ワクチン供給543千回分 キョウキュウ センカイ ブン



																												・医療関係者　32千回 イリョウ カンケイシャ センカイ

								医療関係 イリョウ カンケイ				32		千回 センカイ				８月 ツキ		68		千回 センカイ

																												・職域接種　134千回（20歳～64歳の約23％が接種と仮定） ショクイキ セッシュ センカイ サイ サイ ヤク セッシュ カテイ

																														（20歳～64歳人口　291,271人令和3年3月31日現在） サイ サイ ジンコウ ニン レイワ ネン ツキ ヒ ゲンザイ

																		９月 ツキ		78		千回 センカイ















接種希望者分は９月までに供給される。

８８％

合計　約７０９千回分（約３５.５万人分）
松戸市人口の７１％が接種
　（接種対象者の８２％）




希望者分は９月までに供給される。

《方針》
９月末までに極力在庫を減らして、供給分は接種する。

（予測されること)
８月後半から予約が埋まらなくなる恐れがある。

資　料　１



左の市長の手書きを820使用に修正

						ワクチン供給 キョウキュウ



										7月まで ツキ								8月～10月 ツキ ツキ								合　　　計 ゴウ ケイ







						松戸市 マツドシ		松戸市分 マツドシ ブン				397		千回 センカイ				8月 ツキ		75		千回 センカイ						・ワクチン供給615千回分 キョウキュウ センカイ ブン



																												・医療関係者　32千回 イリョウ カンケイシャ センカイ

								医療関係 イリョウ カンケイ				32		千回 センカイ				9月 ツキ		99		千回 センカイ

																												・職域接種　134千回（20歳～64歳の約23％が接種と仮定） ショクイキ セッシュ センカイ サイ サイ ヤク セッシュ カテイ

																														（20歳～64歳人口　291,271人令和3年3月31日現在） サイ サイ ジンコウ ニン レイワ ネン ツキ ヒ ゲンザイ

																		10月 ツキ		44		千回 センカイ















合計　約７８１千回分（約３９万人分）
松戸市人口の７８％が接種
　（接種対象者の９０％）




希望者分は１０月までに供給される。

《方針》
９月末までに極力在庫を減らして、供給分は接種する。

（予測されること)
８月後半から予約が埋まらなくなる恐れがある。

資　料　１



左の市長手書きを820使用に修正を修正

						ワクチン供給 キョウキュウ



										7月まで ツキ								8月～9月 ツキ ツキ								合　　　計 ゴウ ケイ







						松戸市 マツドシ		松戸市分 マツドシ ブン				397		千回 センカイ				8月 ツキ		75		千回 センカイ						・ワクチン供給498千回分 キョウキュウ センカイ ブン



																												・医療関係者　32千回 イリョウ カンケイシャ センカイ



								医療関係 イリョウ カンケイ				32		千回 センカイ				9月 ツキ		99		千回 センカイ						・職域接種　134千回（20歳～64歳の約23％が接種と仮定） ショクイキ セッシュ センカイ サイ サイ ヤク セッシュ カテイ

																														（20歳～64歳人口　291,271人令和3年3月31日現在） サイ サイ ジンコウ ニン レイワ ネン ツキ ヒ ゲンザイ

















合計６６４千回分（約３３.２万人分）
松戸市人口の６６.４％が接種
　（接種対象者の７６.４％）




希望者分は９月までに供給される。

《方針》
９月末までに極力在庫を減らして、供給分は接種する。

（予測されること)
８月後半から予約が埋まらなくなる恐れがある。

資　料　１



左の市長手書きを820使用に修正を修正 (2)

						ワクチン接種状況 セッシュ ジョウキョウ



										7月まで ツキ								8月～9月 ツキ ツキ								合　　　計 ゴウ ケイ







						松戸市 マツドシ		松戸市分 マツドシ ブン				268		千回 センカイ				8月 ツキ		102		千回 センカイ						・ワクチン接種450千回分 セッシュ センカイ ブン



																												・医療関係者　32千回 イリョウ カンケイシャ センカイ



								医療関係 イリョウ カンケイ				32		千回 センカイ				9月 ツキ		80		千回 センカイ						・職域接種　134千回（20歳～64歳の約23％が接種と仮定） ショクイキ セッシュ センカイ サイ サイ ヤク セッシュ カテイ

																														（20歳～64歳人口　291,271人令和3年3月31日現在） サイ サイ ジンコウ ニン レイワ ネン ツキ ヒ ゲンザイ



																																						※９月分予約枠は埋まっている状況 ガツ ブン ヨヤク ワク ウ ジョウキョウ

																																						（８月２２日現在）











合計６１６千回分（約３０.８万人分）
松戸市人口の６１．６％が接種
　（接種対象者の７０．９％）




《方針》
９月末までに極力在庫を減らして、供給分は接種する。

（予測されること)
８月後半から予約が埋まらなくなる恐れがある。

資　料　１



左の市長手書き820使用に修正を修正（3）823に修正

						ワクチン接種状況 セッシュ ジョウキョウ

								8月まで ツキ				9月 ツキ







						ワクチン		370		千回 センカイ				80～１２０		千回 センカイ				・ワクチン接種450～490千回分 セッシュ センカイ ブン

						接種状況 セッシュ ジョウキョウ						（ワクチン供給量による） キョウキュウ リョウ

																				・医療関係者　32千回 イリョウ カンケイシャ センカイ



																				・職域接種　134千回（20歳～64歳の約23％が接種と仮定） ショクイキ セッシュ センカイ サイ サイ ヤク セッシュ カテイ

																						（20歳～64歳人口　291,271人令和3年3月31日現在） サイ サイ ジンコウ ニン レイワ ネン ツキ ヒ ゲンザイ

																																														※９月分予約枠は埋まっている状況 ガツ ブン ヨヤク ワク ウ ジョウキョウ

																																														（８月２２日現在）























　合計６１６千回～６５６千回分
　（約３０.８万人～３２．８万人分）
　　接種対象者の７１％～７５％が接種




９月末までに接種対象者の約７０％が接種できる見込み。

（予測されること)
８月後半から予約が埋まらなくなる恐れがある。

資　料　１



左の修正324



						９０万回（接種対象：１２歳以上人口４５万人×２回分） マンカイ セッシュ タイショウ サイイジョウ ジンコウ マン ニン カイ ブン







						４０万回
（８月までの接種数） マンカイ ツキ セッシュ スウ																８～１２万回
（９月の接種数） マンカイ ツキ セッシュスウ						１３万回
（職域接種）
《想定》 マンカイ ショクイキ セッシュ ソウテイ









																																約70% ヤク



																																																				〇９月末までに接種対象者の約７０％が接種できる見込み。 ツキ マツ セッシュタイショウシャ ヤク セッシュ ミコ



																																																				　　・ワクチン接種希望者は接種できる。 セッシュ キボウシャ セッシュ



																																																												９月までの接種数６１万回～６５万回 ツキ セッシュスウ マンカイ マンカイ





image1.emf

《高齢者施設分》


　　６月まで２０千回分を含む


　　７月に１３千回分を含む


　　８月、９月に１千回分を含む




image2.emf

《高齢者施設分》


　　６月まで２０千回分を含む


　　７月に１３千回分を含む


　　８月、９月に１千回分を含む




image3.emf

《高齢者施設分》


　　６月まで２０千回分を含む


　　７月に１３千回分を含む


　　８月、９月に１千回分を含む




image4.emf

《高齢者施設分》


　　６月まで２０千回分を含む


　　７月に１３千回分を含む


　　８月、９月に１千回分を含む




image5.emf

《高齢者施設分》


　　７月まで２６千回分を含む


　　８月１千回分を含む




image6.emf

《高齢者施設分》


　　７月まで２６千回分を含む


　　８月１千回分を含む




image7.emf

〇９月末までに接種対象者の約７０％が接種できる見込み。


　　・ワクチン接種希望者は接種できる。




image8.emf

９月までの接種数６１万回～６５万回




image9.emf

〇９月末までに接種対象者の約７０％が接種できる見込み。


　　・ワクチン接種希望者は接種できる。




image10.emf

９月までの接種数６１万回～６５万回
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