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今後のワクチン接種の終了に向けた 
多様なライフスタイルに応じた接種体制について 

 
 さいたま市では９月末に市民の７割が１回目の接種を終え、当初予定していた目標よ

り１か月前倒しとなる１０月末までに２回目の接種を終える見込みとなっていることか

ら、市が実施するワクチン接種会場を順次終了します。また、終了に向けて、希望者へ

の接種をより加速させるため多様なライフスタイルに応じた接種体制とします。 

 
（１）今後のワクチン接種の終了について 
  以下の日程で、ワクチン接種を終了します。 

   
※各会場のワクチン接種終了後に１２歳の誕生日を迎える方（要接種券）や、今後接種を希望

する方については、決まり次第お知らせします。 

 
（２）多様なライフスタイルに応じた接種体制について 

多様なライフスタイルに対応するため、今後の集団接種会場・特設接種会場の接種

体制は以下の通りとします。 

 

 
 
 
 
接種を希望される方は、１１月７日（日）までに１回目の接種を受けることをご検討

ください。 
 

1回目接種終了 2回目接種終了

個別の医療機関 令和3年11月7日（日） 令和3年11月28日（日）

集団接種会場
及び

特設接種会場
各会場のスケジュールについては別表をご覧ください。

記者発表資料 
 令和３年１０月８日（金） 
問合せ先：新型コロナウイルスワクチン対策室 
室長：辻村 
担当：越田、岩瀬、南 
電話：７６７―７３９７ 

① さいたまスーパーアリーナ Ｓ１ゲート ワクチン接種会場の週末の受付時間の

延長並びに大宮髙島屋地下２階会場及び中浦和駅前会場の接種期間の延長 

② 新規予約ができる枠として２回目接種予約のキャンセル分を公開 
③ ２回目接種ができていない方のための集団接種会場の予約枠の拡大 



 
 

 

① さいたまスーパーアリーナ Ｓ１ゲート ワクチン接種会場の週末の受付時間の延長 
  並びに大宮髙島屋地下２階会場及び中浦和駅前会場の接種期間の延長 
  若年層の接種を加速させるため、通勤・通学からの帰宅後にも接種できるようさい

たまスーパーアリーナ Ｓ１ゲート ワクチン接種会場の１０月２２日（金）からの金

曜日、土曜日の受付時間を２１時００分まで延長します。また、大宮髙島屋地下２階会

場の接種期間を１１月２５日（木）まで、１回分の接種予約ができる中浦和駅前会場の

接種期間を１１月３０日（火）まで、それぞれ延長します。 

 

 ※使用するワクチンはファイザー社製のワクチンです。 

 ※１０月２３日（土）～１０月２６日（火）の期間のさいたまスーパーアリーナ ワクチン接種

会場は受験生を対象とした接種会場となるため、延長の対象外です。 

 ※中浦和駅前会場では１回目を予約しても、２回目は自動で予約されません。 

 ※中浦和駅前会場で１回目接種予約を１１月１０日（水）以降に行った場合は、２回目接種の

実施については現時点で見込まれておりませんので、ご注意ください。 

 

② 新規予約ができる枠として２回目接種予約のキャンセル分を公開 
  １回目予約時に自動で予約されていた２回目接種予約のキャンセル分を新規予約が

できる枠として公開します。 
  翌週のキャンセル分を前週の金曜日の１０時００分に公開します。 

＜公開イメージ＞ 

 
 ※初回の公開は１０月１５日（金）を予定しています。 
 ※１０月分の２回目接種予約のキャンセル分が対象です。 
 ※集団接種会場・特設接種会場すべてが対象です。 
 ※１回分の接種予約が可能です。 

会場 予約枠 予約公開日時 接種日 会場の受付時間

さいたまスーパーアリーナ
S1ゲート ワクチン接種会場

（中央区新都心）

【月～水】  540人／日
【金・土】1,080人／日
　【日】    756人／日

10月22日（金）
～

11月3日（水）
※木曜日は休止日

【月～水】15時00分～20時00分
【金・土】10時00分～12時00分
　　　　　13時00分～21時00分
　【日】　10時00分～12時00分
　　　　　13時00分～18時00分

大宮髙島屋地下２階
（大宮区大門町）

468人／日
10月29日（金）

～
11月4日（木）

10時30分～12時30分
13時30分～18時00分

中浦和駅前会場
（南区鹿手袋）

648人／日

11月23日（火）
～

11月30日（火）
※月曜日は休止日

10時00分～12時00分
13時00分～20時00分

10月15日（金）
10時00分～



 
 

 

 ※１回目の接種予約を行った場合、２回目は自動で予約されません。２回目の接種予約を別の

会場で行っていただく可能性があります。 
③ ２回目接種ができていない方のための集団接種会場の予約枠の拡大 
  １回目のファイザー社製ワクチン接種後、２回目の接種または予約ができていない

方を対象として、大宮髙島屋会場とさいたまスーパーアリーナ Ｓ１ゲート ワクチン

接種会場の一部日程において、２回目接種専用枠を設定し、接種を行います。 

 

 ※使用するワクチンはファイザー社製のワクチンです。 

 ※さいたまスーパーアリーナ ワクチン接種会場の１１月９日（火）は接種休止日です。 

 

【予約方法】 

 「①PC またはスマートフォンからの Web 予約」か「②さいたま市コロナワクチン  

コールセンターでの電話予約」のどちらかの方法で予約してください。 

① PC またはスマートフォンからの Web 予約 

以下の URL または接種券に記載の QR コードから Web 予約サイトにアクセ

スできます。予約には接種券に記載されている予約 ID 等の情報が必要になりま

すので、お手元に接種券をご用意ください。 
Web 予約サイト「さいたま市ワクチン接種予約」 https://saitama-vaccine.com/ 

 
② さいたま市コロナワクチンコールセンターでの電話予約 

以下に記載のさいたま市コロナワクチンコールセンターにて電話予約が可能

です。電話予約にあたり、接種券に記載されている予約 ID 等の情報が必要にな

りますので、お手元に接種券をご用意の上お電話ください 

 

会場 予約枠 予約公開日時 接種日 会場の受付時間

大宮髙島屋地下２階
（大宮区大門町）

468人／日
11月5日（金）

～
11月18日（木）

10時30分～12時30分
13時30分～18時00分

さいたまスーパーアリーナ
S1ゲート ワクチン接種会場

（中央区新都心）

【月～水】  540人／日
【金・土】1,080人／日
　【日】    756人／日

11月5日（金）
～

11月10日（水）

【月～水】15時00分～20時00分
【金・土】10時00分～12時00分
　　　　　13時00分～21時00分
　【日】　10時00分～12時00分
　　　　　13時00分～18時00分

10月29日（金）
10時00分～

【さいたま市コロナワクチンコールセンター】 

午前９時００分から午後５時００分まで（土・日曜日、祝・休日含む） 

電話番号：０１２０－２０１－１７８ 

ＦＡＸ番号：０１２０－２８９－１３９ 
 
☆子どもの予約専用オペレーターが予約のお手伝いをします☆ 

ワクチン接種の対象が若年層に移行してきたことから、令和３年１０月１１日（月）

９時００分から子どもの予約専用オペレーターを配置し、お手伝いを行います。 

【市ホームページＵＲＬ：】 

https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/008/p078570.html 



1回目接種
予約可否

予約公開日時 接種日 会場の受付時間 予約枠

× 受付中 10月8日（金）～ 10月14日（木）

〇 受付中 10月15日（金）～ 10月28日（木）

〇
10月12日（火）

10時00分～
10月29日（金）～ 11月4日（木）

× － 11月5日（金）～ 11月25日（木）

※注1 ※注1 10月8日（金）～ 10月20日（水）
10時00分～12時00分
13時00分～20時00分

972人／日

〇
10月15日（金）

10時00分～
10月22日（金）～ 11月3日（水）

10月29日（金）
10時00分～

11月5日（金）～ 11月10日（水）

－ 11月12日（金）～ 11月24日（水）

※注2 ※注2 10月8日（金）～ 10月28日（木）

〇
10月15日（金）

10時00分～
10月29日（金）～ 11月4日（木）

×
10月29日（金）

10時00分～
11月5日（金）～ 11月18日（木）

× － 11月19日（金）～ 11月25日（木）

× － 10月11日（月）～ 10月15日（金）

※注3 ※注3 10月26日（火）～ 10月29日（金）

受付中 10月12日（火）～ 11月21日（日）

10月15日（金）
10時00分～

11月23日（火）～ 11月30日（火）

市立高等看護学院
（アストラゼネカ）

× － 11月6日（土）・11月7日（日）
10時00分～12時00分
13時00分～17時00分

250人／日

特設接種会場
市営桜木駐車場

※水曜日は休止日
※注5 ※注5 10月8日（金）～ 10月24日（日）

10時00分～12時00分
13時00分～20時00分

約2,000人／日

※注3　10月26日（火）～ 10月29日（金）の枠にキャンセルが出た場合は、10月22日（金）10時00分～予約公開

※注5　10月18日（月）～ 10月24日（日）の枠にキャンセルが出た場合は、10月15日（金）10時00分～予約公開

※注7　10月15日（金）・10月29日（金）は受付時間10時30分～13時30分、14時30分～17時00分、予約枠数660人／日となりますのでご注意ください。

11時30分～13時30分
14時30分～19時00分

780人／日

※注1　10月18日（月）～ 10月20日（水）の枠にキャンセルが出た場合は、10月15日（金）10時00分～予約公開　
※注2　10月18日（月）～ 10月24日（日）の枠にキャンセルが出た場合は、10月15日（金）10時00分～予約公開
　　　 10月25日（月）～ 10月28日（木）の枠にキャンセルが出た場合は、10月22日（金）10時00分～予約公開

※注4　1回目を予約しても、2回目は自動で予約されません。また、1回目接種予約を11月10日（水）以降に行った場合は、2回目接種の実施については現時点で見込まれておりませんので、
       ご注意ください。

中浦和駅前会場
※月曜日は休止日

※注4
10時00分～12時00分
13時00分～20時00分

648人／日

※注6　10月23日（土）～ 10月26日（火）の期間は受験生を対象とした接種会場となります。予約公開日時・受付時間・予約枠が上記記載と異なります。また、11月9日（火）は接種休止日
       です。

今後の集団接種会場・特設接種会場の接種スケジュール

　各会場の最終日程（予定）は以下のとおりです。※各会場のワクチン接種終了後に12歳の誕生日を迎える方（要接種券）や、今後接種を希望する方については、決まり次第お知らせします。

会場

集団接種会場

旧市民会館
うらわ

※火曜日は休止日

10時00分～12時00分
13時00分～20時00分

432人／日

さいたまスーパー
アリーナ Ｓ1ゲート
ワクチン接種会場
※木曜日は休止日

※注6

【月～水】15時00分～20時00分
【金・土】10時00分～12時00分
　　　　　13時00分～21時00分
　【日】　10時00分～12時00分
　　　　　13時00分～18時00分

【月～水】  540人／日
【金・土】1,080人／日
　【日】　  756人／日×

大宮髙島屋
地下2階

10時30分～12時30分
13時30分～18時00分

468人／日

浦和コルソ
7階ホール

※注7

別表


