
商 工 第 1 7 3 号 

                         令和４年 10月 24日 

 

岩手県商工会議所連合会 会長 

岩手県商工会連合会 会長 

岩手県商店街振興組合連合会 会長 

岩手県中小企業団体中央会 会長         様 

一般社団法人岩手経済同友会 代表幹事       

一般社団法人岩手県工業クラブ 会長 

 公益財団法人岩手県観光協会 理事長 

 公益財団法人いわて産業振興センター 理事長 

 

岩手県商工労働観光部長 

 

 

岩手県新型コロナウイルス感染症対策に係る知事メッセージ等について 

本日、岩手県新型コロナウイルス感染症対策本部第 64回本部員会議が開催されましたの

で、関係資料を送付いたします。 

 つきましては、貴会等におかれましても、本会議での報告内容や知事メッセージ等につ

いて御了知いただき、会員等の皆様へ一層の感染対策や産業支援等に御尽力いただくこと

についての周知徹底に御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

担当：商工企画室 管理課長 藤枝 

電話：019-629-5526 



 

新型コロナウイルス感染症対策本部 第 64 回本部員会議 

知事メッセージ（令和４年 10 月 24 日） 

 

 

県内の感染状況は、人口 10 万人当たりの新規感染者数が、13 日連続で増加す

るなど、緩やかではありますが、感染が拡大しています。 

 

教育・保育施設や高齢者施設等におけるクラスターが確認されているほか、 

10 代とその親世代である 30 代、40 代の感染拡大が目立っています。 

 

全国においても、多くの都道府県で新規感染者数が、一週間前と比較し増加に

転じています。 

 

県内で最も感染が拡大した８月、９月は、県内での感染者数の増加とともに、

医療従事者の感染や濃厚接触により、医療機関における人員体制の不足が生じる

など、コロナの感染拡大が、コロナ医療のみならず、救急医療などの一般医療に

も影響しました。 

 

医療関係者の皆様には、今なお、懸命な努力を頂き、県民の命と健康を守って

頂いております。 

 

新規感染者が増えないようにすることが重要です。改めて、県民の皆様には、

近距離での会話など、場面に応じてマスクを正しく着用するなど、基本的な感染

対策の徹底をお願いします。 

 

オミクロン株対応ワクチン接種が始まっています。オミクロン株対応ワクチン

は、12 歳以上で、２回目接種を完了している全ての方が、１人１回接種できます。 

発症や重症化を防ぐ効果を持続させるため、ワクチン接種を希望される方は、

集団接種の機会などを活用し、接種をお願いします。 

 

県民の皆様には、場面場面に応じた感染対策を徹底して頂き、旅行やイベント

参加の際には、事前のワクチン接種や検査を活用頂き、社会活動、経済活動を行

っていきましょう。 

 

令和４年 1 0 月 2 4 日 

岩手県知事 達増 拓也 
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オミクロン株対応ワクチンの接種について 

１ オミクロン株対応ワクチンの接種について 

 ⑴ 接種対象者  

   １・２回目接種を終えた方のうち、前回接種から３か月以上（※）が経過した 12歳以上の方 

【接種間隔の短縮】 

国では、年内に接種対象者全員がオミクロン株対応ワクチンの接種を受けられるよう接種体

制を整備するとしており、これまで５か月としていた接種間隔を、10 月 21 日から３か月に短

縮したところ。 

市町村では接種券を順次発送していくとともに、県においては、ホームページやＳＮＳを通

じて、広く県民に接種間隔の短縮を周知していく。 

【接種対象者と接種可能なワクチン】 

前回までの接種状況 次回のワクチン接種 

前回までの 
接種回数 

前回に接種した 
ワクチン 

接種回数 接種可能なワクチン 
前回からの 
接種間隔 

未接種 未接種 １・２回目 従来株対応  

１・２回目 従来株対応 ３回目 オミクロン株対応 
３か月 

３回目 
従来株対応 ４回目 オミクロン株対応 

オミクロン株対応 接種は不要です 

４回目 
従来株対応 ５回目 オミクロン株対応 ３か月 

オミクロン株対応 接種は不要です 

    ※ 現時点でオミクロン株対応ワクチン（BA.1 又は BA.4-5）の接種は１回限りとされている。 

⑵ 接種対象者数 

   県内では、年末までにオミクロン株対応ワクチンを接種できる対象者が約 103 万人となって

いる。 

   県や市町村では、希望する全ての方が年内に接種できるよう、医師会や医療機関と連携し、

十分な接種体制の確保に取り組んでいく。 

⑶ ワクチンの供給量 

本県には、9/19 の週から 11/21 の週までに、ファイザー社２価ワクチンが約 91 万回（うち

BA.4-5 対応約 63 万回）、モデルナ社２価ワクチン（全て BA.1 対応）が約 9 万回、合計では約

100万回が供給されることとなっている。 

 ⑷ オミクロン株対応ワクチンの効果 

   オミクロン株対応の２価ワクチンは、BA.1対応型と BA.4-5対応型の２種類がありますが、国

では、いずれのワクチンも従来株対応の１価ワクチンを上回る重症化予防効果などがあるとし

ており、いずれか早く接種可能なワクチンにより接種をお願いします。（別紙厚労省資料を参照） 

  なお、それぞれのワクチンの接種日程は、お住まいの市町村の広報誌やホームページ等で御

確認ください。 

 

第 64 回本部員会議資料 
令和４年 10 月 24 日 
保 健 福 祉 部 



- 2 - 

 

２ 県の集団接種について 

⑴ 団体予約の受付 

現役世代や若年世代のオミクロン株対応ワクチンの接種の促進を図るため、接種対象者を２

名以上確保できる県内の企業、団体、大学、専修学校、その他のグループ等（任意団体、大学

のサークル等）を対象に団体予約の受付を行っている。 

（これまでの概ね 50人以上の要件を緩和し、対象範囲を大幅に拡充）     

 ⑵ 集団接種の実施予定 

   県の集団接種では、年内の接種完了に向け、ファイザー社２価ワクチンの活用など県民のニ

ーズを踏まえた接種機会の確保について検討を進めていく。  

  【オミクロン株対応ワクチンの接種実績】 

接種期間 使用したワクチン 予約枠 接種回数 接種率 

9/24～10/23 モデルナ社２価ワクチン 6,320回 2,751回 42.5％ 

  【今後の実施予定】 

接種日 

(接種会場) 
予定回数 

予約状況 (10/21(金)9時現在) 

予約人数 予約率 

11/5(土),６(日) 

(ツガワ未来館アピオ) 
2,400回程度 

一般  900回程度 
644人 26.8％ 

団体 1,500回程度 

11/19(土),20(日) 

(ツガワ未来館アピオ) 
1,800回程度 

一般  800回程度 
207人 11.5％ 

団体 1,000回程度 

   ※ 12 月以降の県集団接種は、市町村の接種の進捗状況や国の動向を踏まえ、検討していく。 

３ その他 

国では、生後６か月から４歳を対象とした従来株対応のワクチンによる乳幼児接種が 10 月 24

日から開始したところであり、希望する方が早期に接種できるよう、医師会、医療機関、市町村

等の連携による広域的な接種体制の確保に取り組んでいく。 

（参考）新型コロナワクチンの年代別接種状況 

区分 接種回数 接種状況（10月 18日時点） 

３回目接種 

（従来株） 
894,185 

・県内の全人口約 120万６千人のうち、従来株対応ワクチンによる３回目

接種率は 74.1％となっている。        

 

４回目接種 

（従来株） 
465,795 

・60 歳以上人口約 49 万３千人のうち、従来株対応ワクチンによる４回目

接種率は 78.8％となっている。 

 

５～11歳 12～19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代    100歳～ 合計

4.6 58.0 62.8 64.2 72.5 83.3 88.4 94.7 92.3 94.5 91.9 74.1

（単位：％）

５～11歳 12～19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代    100歳～ 合計

ー ー ー ー ー ー 69.7 85.7 82.0 81.7 78.5 78.8

（単位：％）

※ 従来株ワクチンによる４回目接種で、50代以下の接種対象者は、基礎疾患を有する方、医療従

事者等に限定されているため、60代以上の接種率のみ表示。 
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