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6月 1日 (火) 衣替え 自粛を迫られる人間社会を尻目に、大

4日 (金) 歯の衛生週間(→10日) 輪のバラやユリが今を盛りに芳香を放っ

5日 (土) 芒種 ています。目に見えぬミクロの敵がひた

11日 (金) 入梅 ひたと押し寄せる恐怖は、ＳＦ映画さな

20日 (日) 父の日 がらですが紛れもない現実。今は我慢の

21日 (月) 夏至 時、心を一つにして収束を叶えましょう。

暖かな3月、五月晴れの4月、梅雨入り

の5月…暦が益々早まっているようです。

進む温暖化が今夏にもたらす影響を想

定しながら、常々身近な人達と災害対応

について話し合い備えて行くが肝要です。

コロナ禍は国民の願いも虚しく衰えを見

せませんが、ワクチン接種が潤滑に進めば必

ず平穏な日常を取り戻すことができると信じます。

先月政府が示した2050年の脱炭素化に向けた投

資の強化やデジタル化推進の成長戦略の骨子案でも、

国内ワクチン開発や医薬品産業の強化戦略の他、影

響が深刻な飲食・宿泊業の事業継続支援が挙げられ、

適(財)適所の充当となるよう見届けたいと思います。

脱炭素社会では、温室効果ガス排出量実質ゼロの

実現に向け産業構造の転換が加速されます。トヨタ

自動車とパナソニック共同出資・設立の車載電池開

発生産会社はＥＶ・ＨＶ車向けリチウムイオン電池

の増産を発表し、コロナ後の希望が見えて来ました。

さて今月10日から始まる定例市議会でも2030年

に向けた本市の低炭素なまちづくりに一般質問を通

し、誇りの持てる先進都市の姿勢を問うて参ります。

【基本方針】 ワクチン接種を希望する市民が、安心・安全かつ円滑に接種を受けられ 

るよう個別接種と集団接種の２つの方法を実施する。（令和３年 5月2６日現在） 

【刈谷市の接種対象者数】 国が示す接種順位に基づいた接種対象者 

【接種対象者の全体スケジュール】 
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施設内接種 【4月28日～】

予約受付開始 【5月17日～】

予約受付開始 【6月5日～】

個別接種開始 【5月24日～】

集団接種開始 【6月19日～】

クーポン券の発送・接種開始時期は未定

集団接種開始【6月18日～】

予約受付開始 【6月5日～】
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接種
順位

対象者
対象者数

（人）
算出方法

目標
接種率

想定接種
者数（人）

1 医療従事者等 4,580 総人口の３％ 100％ 4,580

2 高齢者施設等入所者 1,122 施設への調査 100％ 1,122

3 65歳以上の高齢者 31,283
住基人口の施設入
所者を除いた人口

70％ 21,898

4 高齢者施設等の従事者 565 施設への調査 100％ 565

5 基礎疾患を有する者 12,519  総人口の8.2％ 70％ 8,763

6 16歳以上の上記以外の者 81,283 住基人口 70％ 56,898

131,352 合計 93,826合計

個別接種

接種場所 市内の実施医療機関 刈谷市保健センター 藤田医科大学病院

実施期間
　 令和３年５月２４日～

令和４年２月２８日
　 令和３年６月１９日～

令和４年２月２０日
　　令和３年６月１８日～
　　令和３年７月１８日

接種回数・間隔 ４週間の間隔で２回接種

ワクチン種類 モデルナ社製

費　用

予約方法 実施医療機関へ直接電話等

予約開始日 令和３年５月１７日 令和３年６月５日

集団接種

３週間の間隔で２回接種

ファイザー社製

無料

電話、Ｗｅｂサイト



伊藤ゆきひろの        
ちょこっと情報 !!        

６月の行事予定 

刈谷 良いトコ ♪ 

６月のフットワーク 

"ネアンデルタール家 "への招待☆（Chapter3） 

"まじめにコツコツ､ 

即 行動" 頑張ります !! 

茶色の壁に整然と並んだ白枠の窓、ルーベン

のベギン会修道院のような 美しい佇まいです。

玄関にはステンドグラスが有る、知の殿堂…

さて、ここはどこでしょう？

5/1発行の＜№122＞の答えは、小垣江町の

小垣江小学校校庭西側の高さ数メートルも有る

塀を、這うように彩るツツジ満開の歩道でした。

道路を挟んだ小垣江駅の昇降客もご満悦です。

帆立貝のペンダント、鷲の爪で作られたブレスレット、かつて筋骨隆々で野蛮

だと思われていたネアンデルタール人は、そうした装飾品で屈強なからだを飾り、

氷期のヨーロッパを生きるため動物の皮を加工して身に纏う技術も獲得しました。

大きな頭蓋骨の復元から判明した脳の容積はサピエンスより10％以上も大きく

マイナス30度の氷原を不屈の精神とからだで獲物を追い、高い知能で文化的な生

活を送っていましたが、言葉を話すための舌骨や耳小骨は発達したものの、口蓋

垂が高い位置にあり気道で共鳴させられず、母音が上手く発音できませんでした。

勇猛果敢なネアンデルタール人は家族や血縁関係のある集団で暮らし、か弱い

現生人類はその弱点を克服するため集団を大きくし、効率の良い狩りをするため

道具を革新、また宗教の誕生によって生まれた強い連帯感が、食べ物の無い時期

集団同士の交流の中で助け合い、仲間や子孫に技術や知識を伝承して行きました。

それに必須の条件は言葉を操ること。身体的条件と家族血縁という小集団を選

択した氷河期の覇者ネアンデルタール人は、ひっそりと歴史から姿を消しました。

協調・協力で発展を遂げた現生人類、今 紛争に沸く人類の未来が危惧されます。

６月 ７日 (月) 全ト政推連総会(Web会議)

１０日 (木)～14日(月) 6月定例議会 本会議

16日 (水)～21日(月)　　 〃　　　各常任委員会

25日 (金) 6月定例議会 予算審査特別委員会

28日 (月) 6月定例議会 本会議・都市施設管理協会理事会

 単位：回 

5-6月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 合計

個別接種 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 12,680 10,000 5,000 153,680 

集団接種 3,200 4,480 1,620 2,880 2,880 2,400 1,800 1,620 1,440 22,320 

合計 24,200 25,480 22,620 23,880 23,880 23,400 14,480 11,620 6,440 176,000 

その他の16歳～ 64 歳時期は未定
基礎疾患のある

高齢者

接種を

受けた

人

必要に応じてて紹介

回 答

専門的な

医療機関

（非公開）
愛知県 （健康相談窓口）

☎ （０５２）９５４－６２７２ 午前９時～午後５時３０分

☎ （０５２）５２６－５８８７ 午後５時３０分～翌午前９時

・かかりつけ医

・救急外来

専門的な医療機関に関する情報提供

相談等

受診のおすすめ

協
力
依
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前頁からの続き 【想定する住民接種回数】  

 ・個別接種（市内実施医療機関）

 ・集団接種（ 保健センター・藤田医科大学病院）

 ・個別接種（市内実施医療機関） ）　＜予約＞ 直接電話等

 ・集団接種（保健センター・ 藤田医科大学病院 ＜予約＞ 電話、Ｗｅｂサイト

 ・個別接種（市内実施医療機関） で接種

 ・集団接種（保健センター・ 藤田医科大学病院 ）で接種

 ・１回目の接種後、接種場所で２回目のワクチン接種を予約

 ＊ファイザー社製ワクチンは 、３週間の間隔で２回目の接種を受ける

 ＊モデルナ社製ワクチンは４週間の間隔で２回目の接種を受ける

接種する
医療機関
を決める

接種を
受ける

予約する

２回目の
接種を

予約する

STEP
1

STEP
2

STEP
3

STEP
4

【接種までの流れ】  ワクチン接種クーポン券が届いたら・・・ 

【副反応に対する医療体制】  

【刈谷市 コロナワクチン コールセンター】 ・・・ ＜電話＞０５７０－０４７－０５５

設置時期

開設日

開設時間

業務内容

オペレーター

 令和３年 ３月１５日～令和４年２月２８日（予定）

 月～土（日曜、祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

 午前９時 ～午後６時

 ワクチン接種全般に関する問い合わせの対応、
 集団接種の予約代行、クーポン券等の再発行手続き等

 １０人

 約8.8万人（約17.6万回）

高齢者（65歳以上） 21,898人（43,796 回）

高齢者以外（基礎疾患有する者）：8,763人(17,526回）

高齢者以外（16歳～64歳） ： 56,898人（約113,796回)
   ※医療従事者、高齢者施設入所者、高齢者施設等の従事者を除く

接種見込数


