
 

 

 

 

 

①５歳以上11歳以下（１回目、２回目接種）の接種を行います 

町診療所で、以下の日程でワクチン接種を行います。予約は５月から随時受け付けます

ので、接種券に同封したお知らせを改めてご確認いただき、希望する場合は、次の方法で

お申し込みください。なお、一般診療を休診して実施するため、月２日程度となりますの

でご了承ください。 

新たに５歳となる方の接種券は、順次発送予定です。今しばらくお待ちください。 
 

聖籠町国民健康保険診療所【町診療所】（聖籠町大字諏訪山 825） 

予約受付時間 電話番号 
１日あたりの接種 

可能人数（目安） 

土日祝日を除く平日 8:30～17:15 

※電話のみで受付。（窓口予約不可） 

☎20-7701 

（保健福祉課予約専用番号） 
10 人 

  ※接種日時点で 5 歳以上 11 歳以下であることに十分注意してください。 

※保護者の同伴が必要です。 

 

〈８月までの接種日程〉 

１回目 ６月１０日（金） ２回目 ７月１日（金） 

１回目 ７月８日（金） ２回目 ７月２９日（金） 

１回目 ７月２２日（金） ２回目 ８月１２日（金） 

１回目 ８月１９日（金） ２回目 ９月９日（金） 

※２回目の接種日と時間は、１回目接種日の３週間後の同じ曜日の同じ時間となります。 

※いずれの日程もワクチン接種の予約時間は午後２時半となります。 

※９月以降の予定に関しては、決定次第改めてお知らせいたします。 

 

〈集団接種の接種（5 歳～11 歳）状況〉 

新発田市コモプラザ、町診療所で実施した集団接種の接種状況をお知らせします。 

対象者 1,057 人に対し 312 人が接種を行い、接種率は 29.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

コロナワクチン接種に関するお知らせ 

広報せいろう号外（令和 4 年 4 月 28 日発行） 

P1～3「コロナワクチン接種に関するお知らせ」 

P4「休日の学校部活動の段階的な地域移行」 
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１ 新発田市コモプラザ 

実施日 定員 接種人数 

３月 23 日(水) 40 人 35 人 

４月２日(土) 40 人 40 人 

４月３日(日) 40 人 34 人 

 

2 町診療所 

実施日 定員 接種人数 

4 月 18 日(月) 120 人 88 人 

４月 19 日(火) 120 人 51 人 

４月 20 日(水) 120 人 64 人 

 



②5月からワクチン接種の予約先が変わります 

予約を行う場合は、ご自身の年齢に応じ、該当する医療機関にお申し込みください。町

内の感染者数は、以前高止まりとなっています。早期の接種をお願いします。 

なお、すでに医療機関に予約済の場合は、予約先の医療機関で接種可能ですのでご安心

ください。 

 

▶接種日時点で 16 歳以上の方は…（１、２回目接種、3 回目接種ともに） 

 

医療法人社団葵会新潟聖籠病院（聖籠町大字蓮野 5968-2） 

予約受付時間 電話番号 
１日あたりの接種 

可能人数（目安） 

土日祝日を除く平日 9:00～17:00 

※電話のみで受付。（窓口予約不可） 

☎025-278-1115 

（ﾜｸﾁﾝ接種予約専用番号） 

平日：120 人 

土日祝日：60 人 

※接種券（クーポン券）をお手元に準備のうえ電話ください（券番号を伺います） 

※接種日時点で 18 歳未満の方は、保護者等の同伴が必要です。 

 

 

▶接種日時点で 12 歳以上15 歳以下の方は…（１、２回目接種、3 回目接種ともに） 

 

 聖籠町国民健康保険診療所【町診療所】（聖籠町大字諏訪山 825） 

予約受付時間 電話番号 
１日あたりの接種 

可能人数（目安） 

土日祝日を除く平日 8:30～17:15 

※電話のみで受付。（窓口予約不可） 

☎20-7701 

（保健福祉課予約専用番号） 
６人～18 人 

  ※接種日時点で 12 歳以上であることに十分注意して予約してください。 

※保護者の同伴が必要です。 

 

 

聖籠病院・診療所で予約する際の注意事項 

・3 回目接種は、2 回目接種から６か月以上間隔をあけることが必要です。 

・キャンセルや医師の判断により当日接種できなくなった場合は、改めて予約してくだ 

さい。 

・ワクチンロス防止のため、予約はオペレーターが案内する近々の日程での接種にご協 

力願います。 
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③接種券が届いた方は、早期接種にご理解を！ 

・３回目の接種は、65 歳以上の方で約 88％、65 歳未満の方は約 40％が接種済で、現在 

予約済みの約１７００人の方を含めると５月末には約 74％の方が接種を終える見込 

みです。 

・一方で、未だ 25％以上の方は、接種予約を行っておりません。聖籠町でも感染者の半 

数以上を20代以下の方が占めるなか、40 代以下、特に若い世代ほど接種が進んでい 

ません。 

・新潟聖籠病院では、現在一日あたり最大１２０人の接種体制で毎日ワクチン接種にご 

協力いただいていますが、16 歳以上の１回目、２回目接種を並行して実施していただ 

くため、今後は3回目の接種体制を縮小してまいりますので、早期の接種にご理解を 

お願いします。 

 

〈町内における 3 回目接種の状況〉 

年齢区分 
３回目 

接種対象者 

接種券 

送付済者 

3 回目接種 

完了者 

接種券送付済者に

対する 

接種完了者の割合 

65 歳以上 3,664 人 3,543 人 3,124 人 88.2％ 

65 歳未満 7,004 人 6,461 人 2,612 人 40.4％ 

 

60 歳～64歳 790 人 778 人 608 人 78.1％ 

50 代 1,606 人 1,542 人 831 人 53.9％ 

40 代 1,618 人 1,497 人 527 人 35.2％ 

30 代 1,448 人 1,293 人 349 人 27.0％ 

20 代 1,277 人 1,115 人 263 人 23.6％ 

18 歳～19歳 265 人 236 人 34 人 14.4％ 

合計 10,557 人 10,004 人 5,736 人 57.3％ 

 ※接種券を送付していない方は、2 回目接種から 6 か月を経過していない方となります。 

※3 回目接種完了者数は、4 月 20 日時点でワクチン接種記録システム（VRS）に登録されて

いる実績です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ   

【新型コロナウイルス及び予約方法に関すること】 

  保健福祉課（町保健福祉センター内） ☎２７－６５１１ 

【ワクチンの特徴や有効性・安全性などに関すること】 

〇厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター フリーダイヤル ☎0120-761770 

〇新潟県新型コロナワクチン医療健康相談センター ☎025-385-7762 
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令和２年９月に文部科学省は、「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革につい

て」を示し、令和５年度以降、休日の学校部活動を段階的に地域に移行していく

こととしました。これを受けて、全国、全県の市町村で「地域部活動」（地域の指

導者によるスポーツ・文化活動）の実施に向けた準備が進められています。※当

面、平日の学校部活動はこれまで通りです。 

聖籠町でも「聖籠中学校の部活動の在り方検討委員会」を設置し、これまで令和

３年９月および令和４年２月の２回にわたり移行について検討してきました。本号では地域移行の

現状と今後の方向についてお知らせします。 

 

①現状について 

 教員の多忙化を背景に心身の不調を訴える教員が増加するなど、今後、質の高い教育の維持が困

難な状況となることが懸念されています。そのような中で、休日の部活動指導に負担を感じる教員

も多くなっています。 令和３年４月実施の聖籠中学校教員対象のアンケートでは、部活動を担当

することに対し肯定的にとらえている教員が約３割、負担を感じている教員が約７割という結果で

した。 

 

②生徒の受け止め 

 令和３年 10 月実施のアンケートから、休日の学校部活動の地域部活動への移

行について、肯定的にとらえている生徒は約４割でした。分からないと回答し

た生徒も約４割おり、移行後の地域部活動のイメージがつかめないことが背景

にあると考えられます。 

 

③保護者の受け止め 

 令和３年 10 月実施のアンケートから、休日の学校部活動の地域部活動への移行について、肯定

的にとらえている保護者は約７割でした。主たる理由は「教職員の負担軽減のために必要である」

「専門的な指導が受けられる」でした。 

 

④今後の方向性 

 今後も「聖籠中学校の部活動の在り方検討委員会」では、国、県の方針を踏まえ、各種アンケー

ト調査等を基に、生徒にとっても教員にとっても望ましい学校部活動及び地域部活動の在り方につ

いて検討を重ねてまいります。令和４年度は３回の検討委員会を開催し、令和４年８月には、学校

部活動の地域部活動移行についての提言および部活動ガイドラインを完成する予定です。 

町としては、令和５年度から１～２の部活動を試行モデルとして地域移行を行い、できるだけ早

期に学校部活動の地域部活動への移行を完了したいと考えています。このような計画的な取り組み

により、「教員をするなら聖籠町」というイメージが定着し、より質の高い教育を実現したいと考え

ています。 

 なお、「聖籠中学校の部活動の在り方検討委員会」のこれまでの検討の詳細については、町ホーム

ページの聖籠町教育委員会からのお知らせをご覧ください。 

 

お問い合わせ 聖籠町教育委員会 教育未来課 ☎２７－２１１１（内線３１０） 

■発行：聖籠町役場 ℡（0254）27-2111 

教育未来課からお知らせ 

休日の学校部活動の段階的な地域移行 
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