
新型コロナワクチン接種事業

～ 国の供給計画を受けた
８月以降のワクチン接種について ～

令和３年７月２０日

市長記者会見資料
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１ これまでの接種状況 【7月1８日 ＶＲＳ情報】

京都市内の接種状況

【65歳以上の高齢者】

１回目 317,401回（80.31％）［全国平均 81.66％］

２回目 250,650回（63.42％）［全国平均 57.85％］

【全ての市民】

１回目 400,970回（28.44％）［全国平均 28.53％］

２回目 266,854回（18.93％）［全国平均 17.25％］

１回目接種は80％
２回目接種は指定都市トップクラス

ＶＲＳ（ワクチン接種記録システム）の登録支援

登録支援を行った医療機関 23医療機関

登録数 計16,370回分 6月28日からの7月19日までの支援実績

（参考）７月５日時点

１回目 282,356回（71.44％） ［全国平均：67.62％］

２回目 175,861回（44.50％） ［全国平均：35.86％］



２

２ 集団接種を希望された高齢者の方の接種

希望登録された高齢者の方の御案内の状況
［7月18日時点］

5月31日から7月18日までの総登録数 66,311人

重複している方を除いた実登録数 52,155人

これまでに御案内した数 50,925人

・接種・予約が完了した方 35,880人
・他で予約のため辞退等 15,045人

集団接種を希望される全ての高齢者の登録を受付

希望された全ての方に，７月末までに２回接種できる
接種場所・日時等の御案内を完了しています。

［2％の方(1,230人)は，7月中旬以降に登録された方 など］

約98％の方が接種・予約完了
又は登録辞退を確認！



３

３ ワクチンの供給状況

期間 供給量

第9クール
（7/5～7/18の２週間）

69,030回/週
（138,060回分）

第10クール
（7/19～8/1の２週間）

46,800回/週
（93,600回分）

［京都市への供給状況（第９クール，第10クール）］

［国・京都府への要望］

6月14日 第9･10クールの大幅減を受け，厚労省予防接種対策室に希望量の供給を要望
21日

6月25日 ワクチンの枯渇を回避するため，厚労省 健康局長に緊急配分等を要望

7月 1日 河野大臣･内閣府副大臣に第10クールでの緊急配分を求める要望書を提出

7月 9日 京都府知事に緊急配分と第11クール以降での重点配分を要望

7月以降，本市の接種体制に，国からのワクチン供給が当面対応
できず，必要な量を確保できない状況

期間 配送数

6月7日の週 96,894回

6月14日の週 115,194回

6月21日の週 109,452回

6月28日の週 129,336回

7月5日の週 106,392回

［ワクチン配送状況］

大幅減

これまでの半分～1/3に！



４

４ 緊急措置

ワクチンの供給減に伴う緊急措置

医療機関によるワクチンの発注上限の変更

7/5～7/11 上限20バイアル（120回分）

7/12～7/18 上限10バイアル（60回分）

7/19～8/1 2回目接種分しか配送できず（上限設定なし）

市長メッセージの発出［7月3日］

市長記者会見［7月6日］

高齢者接種，2回目接種を確実に行うため，
7月12日から31日まで，64歳以下の方の医療機関での個別接種，
集団接種会場での１回目接種を停止せざるを得ない状況に。

高齢者の1回目とこれま
でに接種された方の2回
目接種分は優先確保



ワクチンの供給不足のために，接種を

お待ちいただいたことをお詫びいたします。 ５

５ 医療機関での高齢者の方の接種

○7月19日の週からの1回目接種分のワクチン配送停止に合わせ，
医療機関（かかりつけ医等）で１回目接種を希望する高齢者を
把握するため，本市から医療機関に照会を実施
⇒ 約18,000人の方（423医療機関）が接種をお待ちであること
を確認

〇医療機関の御協力，国・京都府からの供給により，
接種をお待ちの高齢者のワクチンを確保

○接種をお待ちの高齢者の方に確実に接種いただくため，
7月26日の週から，別枠で医療機関にワクチンを
お届けして接種を開始

高齢者の方の１回目接種率は８割を超え，希望される方の

接種は概ね完了。今後も65歳以上の高齢者で希望される方

を優先して御案内します。



６ ワクチン供給状況等（７月）

６



７

土・日 平日 計

集団接種の
希望登録者

約3,000回/週
（土日の10会場）

約6,300回/週
（KBSホール等）

9,300回/週

エッセンシャル
ワーカー

1,400回/週
（京都看護大学）

約3,000回/週※

（みやこめっせ）
4,400回/週

計 4,400回/週 9,300回/週 13,700回/週

７ ８月以降の接種体制

個別接種（診療所・病院等） 約54,600回/週

集団接種 13,700回/週（ファイザー社製は10,700回/週）

※モデルナ社製を使用

個別接種医療機関 43,200回/週（900医療機関×8バイアル(48回)/週）

かかりつけの高齢者，障害児･者施設等での接種，園医･校医による接種
約11,400回/週

個別接種・
集団接種を
合わせ，
68,300回/週
を確保

第11クールは，府224箱の56.6％(126箱)が京都市に配分

8月の1週間当たりの供給量（見込み）約65,500回分

期 間 供給量

第11クール（8/2～8/15） 147,420回分

第12クール（8/16～8/29） 94,770回分＋調整枠

京都市への供給状況（第11クール，第12クール）［ファイザー社製］

京都府に対し，少なくと
も人口比分(56.6％)の配
分を確実に，更に，感染
拡大防止の観点から，都
市部への重点配分を要望



８

８ 集団接種の希望登録者等

集団接種の希望登録者数 ［7月18日時点］

基礎疾患を有する方 10,114人
［総登録者数：18,218人，予約完了：4,516人，予約辞退・重複等：3,588人］

64歳以下の方（基礎疾患なし） 50,887人

65歳以上の高齢者 1,230人

大切な人，御自身のため，
ワクチン接種を！

［集団接種の希望登録，受付中］

保育職員・介護サービス従業員・教職員等のエッセンシャルワーカー

保育職員や介護サービス従業員，教職員に加え，公共交通機関
（バス・タクシー）やごみ収集業務の従事者等の接種を実施

7月9日までに約18,500人に接種。

更に，障害児･者施設での接種，園医・校医等による接種を促進



９

９ 個別接種体制

［個別接種（診療所・病院等）］

7月26日（月）の週から

医療機関（かかりつけ医）で接種をお待ちの高齢者の接種を実施

7月26日の週から，423の医療機関に約18,000人分を配送

8月2日（月）の週から

１回目接種（予約）を再開

8月2日の週から，基礎疾患を有する方，64歳以下の方も含め，

1回目接種分のワクチンの配送を再開 ［1医療機関に週8バイアル（48回分）］

かかりつけ患者以外に接種可能な診療所･病院等は，

「京あんしん予約システム」に予約枠を掲載

8月9日（月）の週から

障害児･者施設等での接種，園医･校医による接種

施設職員，保育職員，介護サービス従業員，教職員等の接種促進のため，

ワクチン供給量に応じて，8月9日の週から，8バイアルとは別枠で配送

7月15日に公表済

7月15日に医療機関に通知済



1０

10 集団接種体制

［集団接種会場］
土日の会場

土日の10会場，京都看護大学は，8月7日（土）から接種開始

京都看護大学は，保育職員・介護サービス従業員等のエッセンシャルワーカー
に接種

平日の会場

イオンモールKYOTO，KBSホール（新設）は，

8月10日（火）から接種開始

みやこめっせ

８月５日までに高齢者・基礎疾患を有する方，約7,000人に接種

以降は，保育職員・介護サービス従業員等のエッセンシャルワーカーに接種

7月21日（水）から，集団接種の希望登録者に対し，
コールセンターから接種場所・日時等を御案内します。
（基礎疾患を有する方，64歳から60歳の方から，

次に60歳未満の方へと順次案内）

モデルナ社製ワクチンを使用

午後8時までの
夜間実施



11 集団接種会場①

会 場 開始日 実施曜日 実施時間
期間中の接種枠
(１日の接種回数)

対象者

西陣織会館 8月7日(土) 土・日 14:00～16:30
約3,500回
（144回/日）

集団接種の
希望登録者

ＫＢＳホール 8月10日(火) 月～金
15:00～17:30
18:00～20:30

約24,000回
（672回/日）

集団接種の
希望登録者

国立京都国際会館 10月2日(土)
10/2,3,9,
23,24,30

10:00～12:30
14:00～17:00

約13,600回
（2,268回/日）

集団接種の
希望登録者

左京区役所 8月7日(土) 土・日 14:00～16:30
約2,300回
（96回/日）

集団接種の
希望登録者

みやこめっせ
（モデルナ社製）

8月18日(水) 月～金 10:00～16:30 約29,000回
（1,000回/日）

エッセンシャル
ワーカー

京都看護大学 8月7日(土) 土・日
10:00～12:30
13:30～17:00

約14,400回
（720回/日）

エッセンシャル
ワーカー

京都工場保健会
診療所

8月7日(土)

火・金 14:00～16:00
約2,100回
（42回/日） 集団接種の

希望登録者
土・日 13:30～16:30

約1,900回
（102回/日）
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12 集団接種会場②

会 場 開始日 実施曜日 実施時間
期間中の接種枠
(１日の接種回数)

対象者

東山区役所 8月7日(土) 土・日 14:00～16:30
約3,500回
（144回/日）

集団接種の
希望登録者

イオンモールKYOTO

８月10日(火) 月～金 14:30～20:30
約41,800回
（720回/日）

集団接種の
希望登録者

8月7日(土) 土・日 14:00～16:30
約8,600回
（360回/日）

集団接種の
希望登録者

西京区役所・
イオンモール桂川

8月7日(土)
【調整中】

土・日 14:00～16:30
約2,900回
（120回/日）

集団接種の
希望登録者

旧 北部配水管理課
(葛野大路御池下る)

8月7日(土) 土・日 14:00～16:30
約3,500回
（144回/日）

集団接種の
希望登録者

伏見区役所 8月7日(土) 土・日 14:00～16:30
約2,900回
（120回/日）

集団接種の
希望登録者

深草支所 8月7日(土) 土・日 14:00～16:30
約3,500回
（144回/日）

集団接種の
希望登録者

醍醐地域体育館 8月7日(土) 土・日 14:00～16:30
約5,200回
（216回/日）

集団接種の
希望登録者
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月 火 水 木 金 土 日

7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25

7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1

8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8

8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15

集団接種

個別接種
(1回目接種再開)

個別接種

集団接種再開

集団接種再開

ＫＢＳ開始

集団接種

13

個別接種

集団接種
めっせ（高齢者・基礎疾患）

＜山の日＞

＜振替休日＞

看護大開始

13 ワクチン接種再開スケジュール

集団接種会場
案内開始

土日の会場

平日の会場 土日の会場

＜海の日＞ ＜スポーツの日＞

かかりつけ医での接種をお待ちの高齢者の接種

みやこめっせ（高齢者・基礎疾患を有する方）

64歳以下の方の接種等

64歳以下の接種，障害児･者施設，園医･校医による接種等



14 ワクチン供給状況等（８月）
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15 今後の接種見込み

個別医療機関と集団接種会場での週6万回以上の接種（10月末まで
（15週）に90万回）と企業・大学等での職域接種（全国平均から
推定37万回）を合わせ，127万回以上の接種が可能

⇒ 10月末までに，希望される方に接種していただける体制を構築

65歳以上の高齢者（約41万人）約69.7万回（85％）

7月16日までのワクチン配送数 約81.2万回分

69.7万回＋121.8万回以上－81.2万回 ＝ 110.3万回以上

［接種回数（見込み）］

64歳から12歳の方（約87万人）約121.8万回以上（70％以上）

［これまでの接種回数］

［今後必要な接種回数］

大切な人，御自身のため，ワクチン接種をお願いします


