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鶴岡市・三川町新型コロナワクチン接種実施計画の位置づけ

１ 計画主体
鶴岡市・三川町
※ワクチン接種に協⼒いただく鶴岡地区医師会の活動地域が鶴岡市・三川町であるため、両市町が合
同で計画を策定する。

2 本計画の内容 本計画は、厚⽣労働省「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関
する手引き」に基づき、作成する。

3 作成時点
本計画は、令和３年４⽉１４⽇現在の国・県からの通知等に基づき作成したも
ので、今後、国からワクチン供給や接種等の新たな情報等が通知された場合は、
必要に応じて改正を⾏う。

（改正履歴）
令和３年３⽉１⽇策定



2

鶴岡市・三川町新型コロナワクチン接種実施計画
１．実施期間及び対象者等

NO. 項 目 内 容
１ 実施期間 令和３年２⽉１７⽇から令和４年２⽉２８⽇まで

2 接種対象者 １６歳以上の者

項 目 鶴岡市 三川町 合計
医療従事者 1,980 359 2,339
65歳以上の高齢者 45,689 2,560 48,249
基礎疾患を有する者 7,834 465 8,299
高齢者施設等従事者 2,898 286 3,184
60〜64歳の者 6,536 302 6,838
上記以外の者
（16〜59歳） 46,259 2,446 48,705

合計 111,196 6,418 117,614

（内訳）

【上記数値】
※医療従事者︓令和３年４⽉１⽇現在で⼭形県がコロナワクチン接種のために集計した数値
※65歳以上の⾼齢者︓接種券発送のため、該当者を抽出し実際に接種券を印字した総数
※⾼齢者施設従事者︓市・町が⾏った⾼齢者施設への調査に基づく数値
※その他︓（鶴岡市）令和３年２⽉１⽇現在の住⺠基本台帳の合計から推計した数値

（三川町）令和３年１⽉１⽇現在の住⺠基本台帳の合計から推計した数値

２．接種体制
項 目 市・町 会場

⑴集団接種会場
鶴岡市

■主会場
①朝暘武道館

■地域庁舎会場
②藤島体育館
③⽻⿊体育館
④櫛引スポーツセンター
⑤朝⽇スポーツセンター
⑥温海ふれあいセンター

三川町 なの花ホール

項 目
⑵高齢者の接種

①一般の⾼齢者について 8ページのとおり

②⾼齢者施設入所者について 26ページのとおり

③在宅の要介護者等について 29ページのとおり

⑶基礎疾患を有する者の接種について
36ページのとおり

⑷高齢者施設等の従事者の接種について
26ページのとおり

⑸⼀般住⺠の接種について
36ページのとおり

⑹接種実施医療機関・医療従事者の確保について
①医療従事者の確保について

ア 医師の確保について
集団接種における医師については、市が鶴岡地区医師会に

派遣協⼒依頼を⾏う。
イ 看護師の確保について

集団接種における看護師については、市が鶴岡地区医師会
と荘内病院・協⽴病院に派遣協⼒依頼を⾏う。また、市の会
計年度任⽤職員の看護師を募集する。

②基本型接種施設について
鶴岡市は、鶴岡市⽴荘内病院、鶴岡協⽴病院等に依頼する。
三川町は、三川町役場に設置する。

③サテライト型接種施設について
鶴岡地区医師会を通じ、市内各医療機関に依頼する。
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３．接種時期に実施すべき対応

⑴住⺠に対する情報提供について
対象者への事業案内の送付、市町の広報、ホームページ、電話相談等

によるほか、公共施設、医療機関、⾼齢者施設等へのポスター、チラ
シ等を設置し、適切な情報を提供する。

また、⺠⽣・児童委員、⾼齢者団体、介護保険事業所、その他関係機
関に協⼒を依頼し、周知の徹底を図る。

⑵コールセンターについて
31ページのとおり

⑶副反応等に対する対応方法について
34ページのとおり

鶴岡市・三川町新型コロナワクチン接種実施計画

⑺安全性の確保について
①予診票

国が示す様式を使⽤する。

②対象者の本人確認
接種施設において、対象者の接種券及び予診票を確認し、記載さ

れた氏名等と本人確認書類（運転免許証、被保険者証等）の内容で、
接種の対象者であることの確認を慎重に⾏う。

③接種不適当者及び予防接種要注意者について
予診の結果、異常が認められ、予防接種を受けることが適当でな

い者、又はそれに該当する疑いのある者と判断される者に対しては、
当⽇は接種を⾏わない。

また、予防接種の判断を⾏うに際して注意を要する者については、
慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく同意を確
実に得る。

④基礎疾患がある方への接種について
基礎疾患があり、接種することに不安がある⽅については、事前

にかかりつけ医で接種の可否などについて相談することを住⺠に周
知する。

⑤接種後副反応等に関する説明及び同意
接種後副反応について、事前に住⺠に説明書を送付し情報提供を

⾏い、予防接種の実施に関して⽂書により同意を得た場合に限り、
接種を⾏うものとする。
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実施計画に係る各項目の詳細について
目 次

１．新型コロナワクチン接種に係る基本事項 ……………………………………………… 6

２．６５歳以上の⾼齢者に対するワクチン接種の概要 …………………………………… 8

３．⾼齢者の先⾏接種について ……………………………………………………………… 12

４．⾼齢者の集団接種について ……………………………………………………………… 14

５．⾼齢者の個別接種について ……………………………………………………………… 23

６．⾼齢者施設での接種について …………………………………………………………… 26

７．在宅の要介護⾼齢者の接種について …………………………………………………… 29

８．接種に係るその他の事項 …………………………………………………………………   31

９．基礎疾患を有する者（⾼齢者以外）・その他一般の⽅の接種について …………… 36
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①令和３年２⽉１５⽇に厚⽣科学審議会予防接種・ワクチン分科会の諮問・答申等を受け、国では２⽉１６⽇に予防接
種法施⾏令等の改正により、コロナワクチンについては下記のとおりの実施⽅針とした

１．内容
（１）対象者・実施期間等

NO. 項 目 内 容
１ 対象者 １６歳以上の者

２ 実施期間 令和３年２⽉１７⽇から令和４年２⽉２８⽇
まで

３ 使用するワクチン コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン
（SRRS-COV-２）

4 努⼒義務対象外者※ 妊娠中の者

（２）副反応疑い報告
NO. 症 状 期 間
１ アナフィラキシー ４時間以内

2 その他（入院治療を要するも
の、死亡、身体障害）

接種と関連性が⾼いと医師が認めた
期間

（報告基準にはないが以下の症状は、国から積極的に報告をお願いされている）

3
けいれん、ギラン・バレ症候群、急性散在性脳脊髄炎（ADEM）、
血小板減少性紫斑病、血管炎、無菌性髄膜炎、脳炎、脳症、関節炎、
脊髄炎、心筋炎、顔面神経麻痺、血管迷走神経反射

○報告の努⼒義務（予防接種法第12条第１項）
「病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等
を受けたことによるものと疑われる症状として厚⽣労働省令で定めるものを呈していることが知った
ときは、その旨を厚⽣労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。」

○予防接種を受ける努⼒義務（予防接種法第９条第１項）
「第５条第１項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第6条第1項の規定による
予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第３
項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。」

（３）接種不適当者（予診の結果、次に該当すると認められるときは接種を⾏わない）

NO. 内 容 例

１
当該予防接種に相当する予防接種を受けた
ことのある者で当該予防接種を⾏う必要が
ないと認められる者

海外で2回接種した⽅

２ 明らかな発熱を呈している者 通常37.5℃以上の発熱

３ 重篤な急性疾患にかかっていることが明ら
かな者

4
当該疾病に係る予防接種の接種液の成分に
よってアナフィラキシーを呈したことがあ
ることが明らかな者

（４）接種の同意、接種適否の判断
NO. 項 目 内 容

１ 接種の同意 基礎疾患を有する者など注意を有する者については、
説明に基づく同意を確実に得ること

２ 適否の判断
基礎疾患を有する者等については、⼗分な予診を⾏
い、接種の延期を含め、特に慎重に予防接種の適否
を判断する必要があること

6

新型コロナワクチン接種の基本事項

参照︓臨時の予防接種実施に係る厚⽣労働⼤⾂の指示
予防接種施⾏令

参照︓予防接種実施規則

参照︓予防接種法施⾏規則

参照︓臨時の予防接種実施要領
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４⽉ ５⽉ 6⽉
4/5週 4/12週 4/19週 4/26週 5/3週 5/10週 5/17週 5/24週 5/31週 6/7週

鶴
岡
市

供給数 1箱（4/8）
(975回分)

1箱 2箱 12箱程度 12箱超
対応可能

人数
487人

(1箱で2回分確保)
975人 1,950人 11,700人 11,700人超

三
川
町

供給数 1箱 1箱 1箱程度 1箱超
対応可能

人数 975人 975人 975人 975人超

鶴岡市・三川町の高齢者接種のワクチン供給の状況【現時点で確定している情報】

４⽉ ５⽉ 6⽉
4/5週 4/12週 4/19週 4/26週 5/3週 5/10週 5/17週 5/24週 5/31週 6/7週

供給数 ２箱
(1,950回分)

10箱
(9,750回分)

10箱
(9,750回分)

35箱
(34,125回分)

配分先 2団体 10団体 10団体 全市町村
（各1箱）
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①５⽉以降のワクチン配分について、国では市町村の希望量に応じて、２週間ごとに配分する⽅針を示している（下記１）
②鶴岡市へは4/8に1箱が到着。また、5/3週には2箱の到着が確定し、5/17週は12箱程度、5/31週は12箱超が配分される⾒通し（下記３）
③三川町へは4/26週に1箱、5/3週に1箱の到着が確定。また、5/17週は1箱程度、5/31週は1箱超が配分される⾒通し（下記３）

２．山形県の状況

３．鶴岡市・三川町の状況

１．国の状況
４⽉ ５⽉ 6⽉

4/5週 4/12週 4/19週 4/26週 5/3週 5/10週 5/17週 5/24週 5/31週 6/7週

供給数 100箱 500箱 500箱 1,741箱 4,000箱 16,000箱 16,000箱超

配分先 各都道府県
で配分

各都道府県
で配分

各都道府県
で配分

全市町村
に1箱

希望量に応じて
傾斜配分

(⾼齢者人口比を考慮)

希望量に応じて
傾斜配分

(⾼齢者人口比を考慮)

希望量に応じて
傾斜配分

(⾼齢者人口比を考慮)

5⽉以降、2週間ごとに配送

市町村の希望量に応じて
国が県に配分



６５歳以上の高齢者へのワクチン接種の概要（スケジュール）【鶴岡市・三川町実施案】
①鶴岡市の新型コロナワクチンの第１弾が４⽉８⽇に１箱、荘内病院に到着し、先⾏接種として４⽉１５⽇から順次、荘内病院、湯⽥川温

泉リハビリテーション病院、４つの高齢者施設で接種を開始する。
②⾼齢者の接種券は、⾼齢者施設入所者は４⽉１４⽇に各施設に発送するとともに、既に発送済みの先⾏接種対象者を除く６５歳以上の⾼

齢者全ての⽅に鶴岡市・三川町ともに４⽉２３⽇に発送する。
③集団接種の予約は、三川町は４⽉２６⽇から、鶴岡市は４⽉２８⽇から開始する。接種は、鶴岡市が５⽉１９⽇から、三川町が５⽉３０

⽇から各市町の会場で開始する。
④個別接種は、鶴岡市内の１５医療機関で実施する。この開始時期については、国のワクチンの供給状況と医療従事者の優先接種の進捗状

況を踏まえ、先⾏接種として開始している荘内病院、湯⽥川温泉リハビリテーション病院を除き、５⽉１０⽇から予約を開始し、５⽉２
４⽇から接種を開始する。通院治療中の⾼齢者がより安心して接種を進められるよう個別接種を⾏う医療機関は、鶴岡地区医師会と協議
を⾏い、更に増やすことを検討する。

⑤高齢者接種の終了目途は８⽉上旬を目指すが、在宅の要介護⾼齢者への接種など鶴岡地区医師会と更なる調整が必要な事項については、
今後更に協議を⾏う。

３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ 8⽉

先⾏接種
（鶴岡市4/8供給分）

【先⾏接種︓鶴岡市】
病院・高齢者施設

（４⽉15⽇〜５⽉21⽇）

１．接種のスケジュール

相談・予約を⾏うコールセンター設置（鶴岡市︓３⽉１⽇設置、三川町︓４⽉１５⽇設置）コールセンター設置
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接種券の発送 発送
(先⾏接種)

発送(4/23)
(左記以外全て)

集団接種 【集団接種】 （鶴岡市︓５⽉１９⽇〜８⽉８⽇）
（三川町︓５⽉３０⽇〜７⽉２９⽇）

集団接種の予約（鶴岡市︓４⽉２８⽇〜、三川町︓４⽉２６⽇〜）

個別接種
(鶴岡市内の
医療機関) 【各医療機関での個別接種】（５⽉２４⽇〜８⽉上旬）

【高齢者施設での接種】（鶴岡市︓５⽉２４⽇週〜８⽉上旬）
（三川町︓５⽉６⽇〜７⽉下旬）

⾼齢者施設
接種

※先⾏接種を⾏う荘内病院、湯⽥川リハビリ
テーション病院は以降も継続して接種実施

個別接種の予約（５⽉１０⽇〜）

⾼
齢
者
接
種

発送(4/14)
(高齢者施設

入所者)

※鶴岡市・三川町の対象者いずれも接種可能



６５歳以上の高齢者へのワクチン接種の概要（対象者等）【鶴岡市・三川町実施案】

①高齢者の接種想定者数は、約３万７千人を予定する。接種⽅法別の接種想定者数は以下のとおり
②集団接種の接種場所は、以下のとおりであるが、鶴岡市の⽅は鶴岡市会場で接種を⾏い、三川町の⽅は三川町会場で接種を⾏う
③⾃動⾞免許がなく、家族等による送迎も困難な⽅に向け、鶴岡市はバスの運⾏及びタクシーによる⽀援、三川町は無料巡回バス及びデマ

ンドタクシーの運⾏により送迎⽀援を実施する

２．使用するワクチン ファイザー社製のワクチンを使用（１回目の接種後、２１⽇間空けて２回接種）

３．接種方法及び
想定人数

集団
接種

(22,225人)

高齢者施設
での接種

在宅の要介護
高齢者

への接種

(1,400人)

病院・高齢者
施設での先⾏

接種

荘内病院・湯⽥川
リハ、高齢者施設

１．対象者 令和３年度に６５歳以上に達する方（昭和３２年4⽉１⽇以前に生まれた方）

鶴岡市（主会場） 鶴岡市（地域庁舎会場） 三川町会場

朝暘武道館
藤島体育館 櫛引スポーツセンター 温海ふれあいセンター なの花ホール

⽻⿊体育館 朝⽇スポーツセンター

４．集団接種の
接種場所

※鶴岡市及び三川町の65歳以上
⾼齢者48,100人のうち接種率
を77％と⾒込み右記類型別に
人数を想定

高齢者の
接種想定者数
36,925人

65歳以上⾼齢者の
77％相当

５．送迎等⽀援 ⾃動⾞免許がなく、家族等による送迎も困難な方に向け、バス等による送迎⽀援を実施
（鶴岡市︓バス運⾏、タクシーによる⽀援（⾝体障害者等）、三川町︓無料巡回バス・デマンドタクシー）

先⾏接種
4/15〜

基本接種
鶴岡市 5/19〜
三川町 5/30〜

鶴岡市 5/24週〜
三川町 5/6〜

10

（高齢者3,000人）
（※従事者2,900人）
※入所者と同時に接種

医療機関での
個別接種

（11,000人）

５⽉24⽇〜
医師会と実施方法
について協議後、

接種を実施

注）在宅の要介護⾼齢者で通所サービスを利⽤している⽅は、
一部個別接種を⾏う医療機関で接種することを予定することから
それぞれの合計は右記の想定者数とは一致しない
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高齢者の先⾏接種について（4/8到着分・第１弾）

12

供給⽇ 基本型接種施設 数量 入数 接種対応人数

4/8 荘内病院 １箱
（975回分） 195バイアル 487人

①４⽉８⽇に先⾏的に到着するワクチン１箱の配分は、以下のとおり
②1箱で487人分の接種が可能であり、このうち入所者は428人、残りは⾼齢者施設従事者等へ接種を⾏う

NO. 項 目 接種人数 配分
バイアル数

初回分の
配送⽇

接種開始⽇
（内訳） １回目接種 ２回目接種

1 荘内病院 120 通院治療 40
透析治療 80 48 - 4/15(⽊)〜

4/26(⽉)
5/6(⽊)〜
5/17(⽉)

2 湯⽥川温泉リハビリテーション病院 70 入院患者 70 28 4/20(火) 4/21(⽔)〜
4/22(⽊)

5/12(⽔)〜
5/13(⽊)

3

⾼齢者施設 38 98

介護⽼人保健施設みずばしょう 86 入所者 86 36 4/16(⾦) 4/19(⽉)〜
4/22(⽊)

5/10(⽉)〜
4/13(⽊)

⽼人保健施設のぞみの園 93 入所者 93 38 4/16(⾦) 4/19(⽉)〜
4/30(⾦)

5/10(⽉)〜
5/21(⾦)

サテライト⽼健のぞみ 29 入所者 29 12 4/16(⾦) 4/19(⽉)〜
4/26(⽉)

5/10(⽉)〜
5/17(⽉)

サテライト⽼健ちわら 30 入所者 30 12 4/20(火) 4/21(⽔)〜
4/28(⽔)

5/12(⽔)〜
5/19(⽔)

４ ⾼齢者施設の従事者接種⽤及び予備分 - 21 - - -

合 計 428 195

１．ワクチンの供給

２．接種人数とワクチンの配分
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NO. 項 目 会 場 接種⽇数

1 鶴岡市
（主会場） 朝暘武道館 40⽇

2

鶴岡市
(地域庁舎会場)

藤島体育館 4⽇
3 ⽻⿊体育館 4⽇
4 櫛引スポーツセンター 4⽇
5 朝⽇スポーツセンター 4⽇
6 温海ふれあいセンター※1 4⽇
7 三川町会場 なの花ホール 6⽇

鶴岡市（６会場）計 60⽇
三川町（１会場） 6⽇

①⾼齢者の集団接種について、鶴岡市は４⽉２８⽇から予約受付を開始し、５⽉１９⽇から８⽉８⽇まで接種を⾏う。また、三
川町は４⽉２６⽇から予約受付を開始し、５⽉３０⽇から７⽉２９⽇まで３回に分けて接種を⾏う

②予約は鶴岡市・三川町ともに、各市町が設置するコールセンターとWEBで予約が⾏うことができることとし、コールセンター
ではバス送迎⽀援の予約受付も⾏う

③鶴岡市の集団接種開始当初は、接種の動線、動作、ワクチンの取扱いなどの作業をより確実に⾏うため、ワクチンの供給状況
も確認し、⼀⽇に予定する接種人数（720人/⽇）の半数（360人/⽇）の人数で集団接種を⾏う

高齢者の集団接種について

14

４⽉ 5⽉ ６⽉ ７⽉ 8⽉
１．集団接種のスケジュール

集団接種期間
（５⽉１９⽇〜８⽉８⽇）
※週5回（⽔曜〜⽇曜）

接
種
開
始

5/19
接
種
終
了

8/8
予
約
開
始

4/28

２．予約受付

鶴岡市

集団接種①
５⽉30⽇・6⽉20⽇接

種
開
始

5/30
予
約
開
始

4/26

三川町 接
種
終
了

7/29

接
種
券
を
発
送

4/23

NO. 項 目 鶴岡市 三川町
1 予約開始⽇ ４⽉２８⽇（⽔） 8︓30〜 ４⽉２６⽇（⽉） 9︓00〜

2 予約方法

①鶴岡市コロナワクチン相談・予約
センター
☎0120-125-226（無料）

②WEBでの予約
市ＨＰ・LINEで予約のURLを周知

①三川町新型コロナワクチン接種
コールセンター
☎0120-752-770（無料）

②WEBでの予約
町ＨＰで予約のURLを周知

3 バス送迎
⽀援

バス送迎に乗⾞を希望する⽅は、
コールセンターにおいて接種予約と
同時にバス乗⾞予約も⾏う

バス送迎に乗⾞を希望する⽅は
コールセンター及びオンライン予
約において接種予約と同時にバス
乗⾞予約も⾏う

３．集団接種の会場（基本720人/⽇）

※１︓会場の広さの関係から、１⽇の受入人数を540人とする（他会場は720人）

集団接種②
6⽉27⽇・7⽉18⽇

集団接種③
7⽉8⽇・7⽉29⽇



集団接種の⽇程について

15

①鶴岡市の集団接種⽇程は、⽔曜から⽇曜までの全６０⽇間。５⽉１９⽇から開始し、８⽉８⽇に終了を予定
②鶴岡市の主会場である朝暘武道館は４０⽇間、各地域庁舎は各４⽇間を設け接種を実施。バス送迎は以下の⽇に実施
③三川町の集団接種⽇程は、全６⽇で５⽉３０⽇から開始し、７⽉２９⽇に終了を予定（全て「なの花ホール」で実施）

5⽉ 19⽇ ⽔ 武道館 6⽉ 9⽇ ⽔ 武道館 6⽉ 30⽇ ⽔ 武道館 バス 7⽉ 21⽇ ⽔ 武道館 バス
20⽇ ⽊ 武道館 10⽇ ⽊ 武道館 7⽉ 1⽇ ⽊ 武道館 バス 22⽇ ⽊ 武道館 バス
21⽇ ⾦ 武道館 11⽇ ⾦ 武道館 2⽇ ⾦ 武道館 バス 23⽇ ⾦ 武道館 バス
22⽇ 土 武道館 12⽇ 土 武道館 3⽇ 土 武道館 バス 24⽇ 土 武道館 バス
23⽇ ⽇ 武道館 13⽇ ⽇ 武道館 4⽇ ⽇ 武道館 25⽇ ⽇ 武道館
24⽇ ⽉ 1⽉ 14⽇ ⽉ 5⽇ ⽉ 26⽇ ⽉
25⽇ 火 15⽇ 火 6⽇ 火 27⽇ 火
26⽇ ⽔ 藤島 バス 16⽇ ⽔ 藤島 バス 7⽇ ⽔ 武道館 バス 28⽇ ⽔ 武道館 バス
27⽇ ⽊ 藤島 バス 17⽇ ⽊ 藤島 バス 8⽇ ⽊ 武道館 バス 29⽇ ⽊ 武道館 バス
28⽇ ⾦ 温海 バス 18⽇ ⾦ 温海 バス 9⽇ ⾦ 武道館 バス 30⽇ ⾦ 武道館 バス
29⽇ 土 温海 バス 19⽇ 土 温海 バス 10⽇ 土 武道館 バス 31⽇ 土 武道館 バス
30⽇ ⽇ 朝⽇ バス 20⽇ ⽇ 朝⽇ バス 11⽇ ⽇ 武道館 8⽉ 1⽇ ⽇ 武道館
31⽇ ⽉ 21⽇ ⽉ 12⽇ ⽉ 2⽇ ⽉

6⽉ 1⽇ 火 22⽇ 火 13⽇ 火 3⽇ 火
2⽇ ⽔ 朝⽇ バス 23⽇ ⽔ 朝⽇ バス 14⽇ ⽔ 武道館 バス 4⽇ ⽔ 武道館 バス
3⽇ ⽊ 櫛引 バス 24⽇ ⽊ 櫛引 バス 15⽇ ⽊ 武道館 バス 5⽇ ⽊ 武道館 バス
4⽇ ⾦ 櫛引 バス 25⽇ ⾦ 櫛引 バス 16⽇ ⾦ 武道館 バス 6⽇ ⾦ 武道館 バス
5⽇ 土 ⽻⿊ バス 26⽇ 土 ⽻⿊ バス 17⽇ 土 武道館 7⽇ 土 武道館
6⽇ ⽇ ⽻⿊ バス 27⽇ ⽇ ⽻⿊ バス 18⽇ ⽇ 武道館 8⽇ ⽇ 武道館
7⽇ ⽉ 28⽇ ⽉ 19⽇ ⽉ 9⽇ ⽉
8⽇ 火 29⽇ 火 20⽇ 火 10⽇ 火

集団接種の詳細スケジュール

第１クール
１回目接種 ２回目接種

第２クール
１回目接種 ２回目接種

（内訳）武道館５⽇ 櫛引２⽇
藤島 ２⽇ 朝⽇２⽇
⽻⿊ ２⽇ 温海２⽇

（内訳）武道館５⽇ 櫛引２⽇
藤島 ２⽇ 朝⽇２⽇
⽻⿊ ２⽇ 温海２⽇

（内訳）武道館１５⽇
※7/1〜19 モルドバ合宿（柔道
場）のため、弓道場で代替

（内訳）武道館１５⽇

5⽉ 30⽇ ⽇

なの花ホール

６⽉ 20⽇ ⽇
27⽇ ⽇

７⽉ 8⽇ ⽊
18⽇ ⽇
29⽇ ⽊

三川町
鶴岡市



集団接種におけるバスの移送について【鶴岡市】
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①集団接種のバス送迎支援は、鶴岡地域はコミセンを中⼼に、各地域庁舎は公⺠館などを中⼼にバス停留所とし、送迎を⾏う
②接種⽇の10︓00〜11︓00、14︓30〜15︓30の各１時間をバス予約枠として設定し、⼀⽇最大240人のバス送迎及び接種人

数を確保（温海地域は集団接種会場の広さの関係から一⽇180人のバス送迎と接種人数）

地区名 1回目接種⽇ 乗降場所

第一学区 7⽉15⽇（⽊）
7⽉16⽇（⾦） 第一ｺﾐｾﾝ

第二学区 7⽉14⽇（⽔）
7⽉15⽇（⽊） 第二ｺﾐｾﾝ

第三学区 7⽉9⽇（⾦）
7⽉10⽇（土）

第三ｺﾐｾﾝ
鶴岡駅バス停

第四学区 7⽉7⽇（⽔）
7⽉8⽇（⽊） ⻘柳町公⺠館

第五学区 7⽉2⽇（⾦）
7⽉3⽇（土）

第五ｺﾐｾﾝ
鶴岡駅バス停

第六学区 6⽉30⽇（⽔）
7⽉1⽇（⽊） 第六ｺﾐｾﾝ

地区名 1回目接種⽇ 乗降場所
斎地区 7⽉16⽇（⾦） 斎ｺﾐｾﾝ

⻩⾦地区 7⽉16⽇（⾦） ⻩⾦ｺﾐｾﾝ
湯⽥川地区 7⽉10⽇（土） 湯⽥川ｺﾐｾﾝ

⼤泉地区 7⽉8⽇（⽊）
7⽉9⽇（⾦） 農村ｾﾝﾀｰ

京⽥地区 7⽉14⽇（⽔） 京⽥ｺﾐｾﾝ
栄地区 7⽉14⽇（⽔） 栄ｺﾐｾﾝ

⽥川地区 7⽉14⽇（⽔） ⽥川ｺﾐｾﾝ

上郷地区 7⽉1⽇（⽊）
7⽉2⽇（⾦） 上郷ｺﾐｾﾝ

三瀬地区 7⽉1⽇（⽊） 三瀬ｺﾐｾﾝ

小堅地区 6⽉30⽇（⽔） 小堅ｺﾐｾﾝ
旧小堅ｺﾐｾﾝ

由良地区 7⽉1⽇（⽊） 由良ｺﾐｾﾝ
加茂地区 7⽉8⽇（⽊） 石野屋前バス停

湯野浜地区 7⽉7⽇（⽔） 湯野浜ｺﾐｾﾝ

⼤⼭地区 7⽉3⽇（土）
7⽉7⽇（⽔） ⼤⼭ｺﾐｾﾝ

⻄郷地区 7⽉2⽇（⾦）
7⽉3⽇（土） ⻄郷活性化ｾﾝﾀｰ

地区名 1回目接種⽇ 乗降場所

藤島地域 5⽉26⽇（⽔）
5⽉27⽇（⽊） 各地区公⺠館

⽻⿊地域 6⽉5⽇（土）
6⽉6⽇（⽇）

各地区公⺠館又は
指定バス停

櫛引地域 6⽉3⽇（⽊）
6⽉4⽇（⾦）

各地区公⺠館又は
指定バス停

朝⽇地域 5⽉30⽇（⽇）
6⽉2⽇（⽔）

各地区公⺠館又は
指定バス停

温海地域 5⽉28⽇（⾦）
5⽉29⽇（土）

各地区公⺠館又は
指定バス停

１．集団接種におけるバス予約枠
NO. 項 目 予約方法 受付時間 最大の移送及び接種人数 乗降場所の出発時間

1 バス予約枠 コールセンターに電話予約
（接種⽇の7⽇前まで予約）

10︓00〜11︓00 120人（温海地域は90人） 各地区からのバス出発時間は、左記の
接種時間に間に合うよう集団接種会場
までの距離に応じて設定14︓30〜15︓30 120人（温海地域は90人）

２．各地区別のバス移送⽇程（2回目接種時は下記の3週間後）



新型コロナワクチンの集団接種の会場について（イメージ）

受付・予診票
点検会場予診・接種会場健康観察会場

医師・看護師の配置は上記と同じ

机

待
合
席

市⺠医師

机

市⺠
看護
師

予診医師接種看護師注射液充填
看護師

看護
師

(誘導)
市職員

(予診
補助)
市職員

(誘導)
市職員

移動⽅向

【１ライン目】

【2ライン目】

経過観察
待合席

看護
師

接種済証交付

(交付)
市職員

荘内病院・協
⽴病院の看護

師を予定

約30分 予診・接種会場 約5分

接種
約1分

予診
約1分

約15分〜約30分

全体で50分〜65分程度
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看護
師

薬剤
師

ワクチン希釈
薬剤師



NO. 項 目 内 容
1 対象者 ⾃動⾞免許がなく、家族等による送迎も困難な⽅等
2 貸切バスの運⾏ 地区毎の乗降拠点から接種会場まで１⽇２往復程度 （無料）

3 タクシー利⽤への支援

貸切バスの利⽤が難しい地域の⽅で、下記の補助要件に合致する⽅には、タクシーを利⽤した移動に
対して一部支援を⾏う。（初乗り料⾦分を利⽤者に請求しない）
【要件】
①身体障害者手帳（１級〜３級）の交付を受けている⽅
②療育手帳（Ａ・Ｂ）の交付を受けている⽅
③精神障害者保健福祉手帳（１級〜３級）の交付を受けている⽅
④要介護・要支援・事業対象者認定を受けている⽅

集団接種へのバス・タクシーによる送迎⽀援（概要・イメージ）【鶴岡市】

⾼齢者が円滑にワクチン接種を⾏うことができるよう、集団接種会場まで交通⼿段のない高齢者に対し、貸切バスによ
る送迎とタクシー利用に対する⽀援を⾏い、移動に係る不安解消を図る

２．接種時の市⺠移動イメージ

ワクチン
接種会場

１．概要

Ａさん

Ｃさん

Ｂさん

可能な方は⾃⾞及び
家族からの送迎対応

貸切バス利用が困難な地域の方で
⾝体障害者等はタクシー利用⽀援

徒歩又は乗合等で
乗降拠点へ集合

乗降拠点
から輸送

鶴岡市の⽀援

18

乗降
拠点

貸切バス運⾏⽀援

タクシー利用⽀援



集団接種 計画
（5⽉●⽇分）

時間 接種枠 接種
可能人数

9:00~ 一般申込 120人

10:00~ Ａ地区バス
申込者 120人

11:00~ 一般申込 120人

13:30~ 一般申込 120人

14:30~ B地区バス
申込者 120人

15:30~ 一般申込 120人

19

①バスの利⽤予約に際しては、あらかじめバス予約枠を設け、接種券発送と同時に市⺠に周知する。（予約枠はコールセンターとも共有）
②⾝体障害者等には、タクシー利用の⽀援がある旨のお知らせを⾏い、支援制度があることを周知する

【接種券の配布から、コールセンターでのバス予約・接種までのフロー（イメージ）】

時間軸
接
種
券
発
送

接種券在中

ワクチン接種会場までのバス
送迎⽀援について

Ａ地区の方は次のとおり接種会場までの
バスをご利用いただけます。

ご希望の方は、接種予約とともにバス
利用についてコールセンターにお申し込
みください。

１．A地区のバス運⾏
①⽇時 5⽉●⽇(□)

9︓30発
②乗降場所 Ａ地区コミセン

２．バス利用の申込締切り
5⽉▲⽇(◎)

3 コールセンター連絡先
0120-125226

「お知らせ」を同封

①「バス予約枠」をあらかじめ設け、
接種券封筒にお知らせを同封

②タクシー⽀援の詳細について、
お知らせに記載

接
種
予
約

（
5
月
▲
日
ま
で
）

接種
バス
予約

5⽉●⽇を予約

・接種予約
・バス予約

（コールセンターで両方予約）

１
回
目
接
種
当
日

（
5
月
●
日
）

コミセン

徒歩
移動

バス送迎
⽀援

（コールセンター）
（乗降拠点）

【高齢者の方】

（接種会場）

④会場内で２回目
接種の予約が可能

※バス申込は１週間前に締め切りとする

コールセンターでのバス予約・接種までのフロー(イメージ)【鶴岡市】

【案内イメージ】

【高齢者の方】



集団接種 計画
（5⽉●⽇分）

時間 接種枠 接種
可能人数

9:00~ 一般申込 120人

10:00~ Ａ地区バス
申込者 120人

11:00~ 一般申込 120人

13:30~ 一般申込 120人

14:30~ B地区バス
申込者 120人

15:30~ 一般申込 120人
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①バスの利⽤予約に際しては、あらかじめバス予約枠を設け、接種券発送と同時に市⺠に周知する（予約枠はコールセンターとも共有）
②⾝体障害者等には、タクシー利用の⽀援がある旨のお知らせを⾏い、支援制度があることを周知する

【接種券の配布から、タクシー⽀援・接種までのフロー（イメージ）】

時間軸
接
種
券
発
送

接種券在中

⾝体障害者⼿帳等をお持ちの方の移動⽀援
について

下記の対象者の方については、集団接種
会場までのタクシーの移動について、初乗
り運賃相当を市で⽀援いたしますので、ご
利用下さい。

１．対象者
①⾝体障害者⼿帳
②療育⼿帳 をお持ちの方
③精神障害者⼿帳
④要介護・要⽀援・事業対象者認定

を受けている方

２．⽀援内容
初乗り運賃相当

（タクシー利用者に、初乗り料⾦分は請求いた
しません。）

３．タクシー会社
○○タクシー ２２－○○○○
□□タクシー ２２－□□□□

「お知らせ」を同封

接
種
予
約

（
５
月
▲
日
）

１
回
目
接
種
当
日

（
5
月
●
日
）

コミセン

バス送迎
⽀援

33
タクシー
利用⽀援

接種
予約

5⽉●⽇を予約

・接種予約
(コールセンターに接種
のみ予約)

・タクシーは各⾃予約

（コールセンター）

【⾝体障害者等の方】タクシー
予約

受付

（タクシー事業者）

（乗降拠点）

【⾝体障害者等の方】

（接種会場）

④会場内で２回目
接種の予約が可能

タクシー⽀援・接種までのフロー(イメージ)【鶴岡市】

【案内イメージ】

33
タクシー
利用⽀援

①「バス予約枠」をあらかじめ設け、
接種券封筒にお知らせを同封

②タクシー⽀援の詳細について、
お知らせに記載



接種対象者数の想定について

①６５歳以上の⾼齢者４８，１００人のうち、接種対象想定者数は３６，９２５人（接種率７７％）と想定
②集団接種では２２，２２５人、個別接種では１１，０００人を予定し、計３３，２２５人の接種規模を確保
③特に、個別接種ではかかりつけ患者への接種と在宅の要介護高齢者に対し、通所サービスを利用した個別接種も進めること

を想定し、より多くの接種枠を確保

接種対象者イメージ

６５歳以上の高齢者 【４８，１００人】

個別接種・集団接種での想定者数
32,525人

施設入居者
3,000人

在宅の要介護高齢者
1,400人

６５歳以上高齢者の想定接種対象者【36,925人】

個別接種・集団接種の接種人数と接種回数

項目
1時間
当たり 1⽇あたり ⽇数 合計1ﾗｲﾝ/1ｈ

あたり 鶴岡地域 地域庁舎 三川町 鶴岡地域 地域庁舎 三川町

A=B×2 B C=A×6h D E F G H=C×D I＝C×E J＝C×F K＝C×G

①接種回数 120 60 720※1〜3 66 40 20 6 44,450 27,720※1 13,680※2 3,050※3

②接種人数 22,225 13,860 6,840 1,525

鶴岡市 45,600人
三川町 2,500人内訳

鶴岡市 2,700人
三川町 300人

鶴岡市 1,300人
三川町 100人

鶴岡市 31,000人
三川町 1,525人

鶴岡市 35,000人
三川町 1,925人

※対象者のうち77％
の接種を想定

※ワクチンは2回接種のため、接種回数は接種人数と比べ2倍

21

項目 医療機関数 合計
③個別接種（人数） 15医療機関 11,000

合計（②+③） 33,225

個別接種では通所サービス利用者（在宅要介護
高齢者）への接種も⼀部⾏うことを想定

※1︓開始3⽇間は接種の動線、動作の確認を⾏
うため、360人/⽇で⾏うことを想定

※2︓温海地域は会場の広さの関係から540人/
⽇で⾏うことを想定

※３:三川町は500人/⽇程度⾏う集団接種
を⾏うことを想定
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１．新型コロナワクチン接種に係る基本事項 ……………………………………………… 6

２．６５歳以上の⾼齢者に対するワクチン接種の概要 …………………………………… 8

３．⾼齢者の先⾏接種について ……………………………………………………………… 12

４．⾼齢者の集団接種について ……………………………………………………………… 14

５．高齢者の個別接種について ……………………………………………………………… 23

６．⾼齢者施設での接種について …………………………………………………………… 26

７．在宅の要介護⾼齢者の接種について …………………………………………………… 29

８．接種に係るその他の事項 …………………………………………………………………   31

９．基礎疾患を有する者（⾼齢者以外）・その他一般の⽅の接種について …………… 36



①⾼齢者の個別接種については、５⽉１０⽇から各医療機関で予約受付を開始し、５⽉２４⽇から接種を開始する
②個別接種は、鶴岡市内の１５医療機関で実施する。なお、通院治療中の⾼齢者がより安心して接種を進められるよう個別接種

を⾏う医療機関は、鶴岡地区医師会と協議を⾏い、更に増やすことを検討する
③個別接種の対象者は、『定期的に通院治療を⾏うなど、集団接種に適さない「かかりつけ患者」』を基本とする
④個別接種は、８⽉上旬の完了を目指し接種を進める

高齢者の個別接種について
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５⽉ ６⽉ ７⽉ 8⽉
１．個別接種のスケジュール

個別接種
（鶴岡市内の
15医療機関）

医療機関での個別接種期間
（５⽉２４⽇〜８⽉７⽇目途）

接
種
開
始

5/24
接
種
終
了

目
途

8/7
医
療
機
関
で
の

予
約
開
始

5/10

２．予約開始時期と予約の受付

３．個別接種の接種対象者
『定期的に通院治療を⾏うなど、集団接種に適さない「かかりつけ患者」』

NO. 項 目 内 容

1 予約開始⽇ ５⽉１０⽇（⽉）〜

2 予約方法 各医療機関へ予約

４．個別接種を⾏う医療機関
次頁のとおり



NO. 区 分 医療機関数 医療機関 予約の条件など

１ 基本型接種施設 2
❶荘内病院 当院受診時に相談

❷協⽴病院 当院通院中の⽅のみ

2 医療従事者接種の連携型施設となって
いる医療機関 3

❸みやはらクリニック 当院受診時に相談

❹斎藤胃腸クリニック 当院通院中の⽅のみ

❺こころの医療センター 入院患者のみ

3 医師の⽇常的管理が必要な患者を抱え
る専⾨的な医療機関 2

❻湯⽥川リハビリテーション病院 入院患者のみ

❼鶴岡協⽴リハビリテーション病院 当院入院・通院中の⽅のみ

4
高齢者が内部疾患等により通院してお
り、意向調査により接種数が⼀定数以
上の医療機関

８

❽石⽥内科医院 当院通院中の⽅以外も可

❾わかな内科医院 当院通院中の⽅以外も可

❿ましま内科クリニック 当院通院中の⽅以外も可

⓫満天クリニック 当院通院中の⽅のみ

⓬斎藤内科医院 当院通院中の⽅のみ

⓭⼭内循環器クリニック 当院受診時に相談

⓮佐藤医院 当院通院中の⽅のみ

⓯おかべ内科胃腸科医院 当院通院中の⽅のみ

合 計 15

個別接種を⾏う医療機関について
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①個別接種を⾏う医療機関は、全1５医療機関
②取り扱いが難しいファイザー社製ワクチンを医療従事者接種でも取り扱った経験や、よりきめ細かな対応が必要な入院患者の

状況、接種の効率性等を勘案し、医療機関との協議により選定

１．個別接種を⾏う医療機関
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５．⾼齢者の個別接種について ……………………………………………………………… 23

６．高齢者施設での接種について …………………………………………………………… 26
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①⾼齢者施設の入所者、従事者の接種券については、４⽉１４⽇に各⾼齢者施設に送付済み
②先⾏接種以外の⾼齢者施設の接種は、 鶴岡市は５⽉２４⽇の週以降、三川町は５⽉６⽇以降、準備が整った施設から順次、接

種を開始する
③⾼齢者施設での接種では、ワクチンが今後も安定して供給される⾒通しであることから、ワクチンを無駄なく効率的に接種す

るために、入所者と従事者を同時に接種する
④⾼齢者施設の接種は、８⽉上旬の完了を目指し接種を進める

高齢者施設での接種について
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５⽉ ６⽉ ７⽉ 8⽉
１．高齢者施設での接種スケジュール

⾼齢者施設での
接種

高齢者施設での接種
（鶴岡市︓５⽉２４⽇週〜８⽉上旬）

（三川町︓５⽉６⽇〜７⽉下旬）

接
種
券
の
発
送

(

各
施
設
へ
発
送)

4/1４

２．高齢者施設の入所者と従事者の接種について
５⽉以降は、２週間ごとにワクチンが一定数安定して供給される⾒通しであることから、
「入所者と従事者」を同時に接種する



NO. 施設類型 ワクチン接種を
⾏う医師

接種医決定施設数
（接種医決定施設）/（施設数）

接種希望入所者数
（希望者数）/（入所者数）

接種希望従事者数
（希望者数）/（従事者数）

Ａ 介護⽼人保健施設・介護医療院
（介護⽼人保健施設みずばしょう など）

 施設の配置医師を想定
10 /10

鶴岡市 9/9
三川町 1/1

496 /554

鶴岡市 409/454
三川町 87/100

379 /416

鶴岡市 318/328
三川町 61/88

Ｂ 介護⽼人福祉施設
（特別養護⽼人ホームおおやま など）

 施設の嘱託医を想定
21 /21

鶴岡市 19/19
三川町 2/2

1,166 /1,149

鶴岡市 1,081/1,069
三川町 85/80

1,352 /1,383

鶴岡市 1,276/1,283
三川町 76/100

Ｃ
有料⽼人ホーム・サービス付き⾼
齢者住宅・認知症対応型共同⽣活
介護等
（ＧＨひまわり など）

 施設が交渉し、接種医を
決定

 上記が難しい場合は、市
に報告後、医師会に相談
し決定

62 /62

鶴岡市 56/56
三川町 6/6

1,190 /1,256

鶴岡市 1,083/1,143
三川町 107/113

1,123 /1,365

鶴岡市 1,071/1,287
三川町 52/78

小 計
93 /93

鶴岡市 84/84
三川町 9/9

2,852 /2,959

鶴岡市 2,573/2,666
三川町 279/293

2,854 /3,164

鶴岡市 2,665/2,898
三川町 189/266

高齢者施設等における接種医師の確保及び接種希望者数の状況

①全ての施設で接種医師が決定済み
②施設入所者の接種希望者数は2,923人（鶴岡市・三川町）の状況で、96.0％の方が接種を希望
③施設従事者の接種希望者数は2,854人（鶴岡市・三川町）の状況で90.2％の方が接種を希望

高齢者施設・障害者施設の状況
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※1

※1︓希望者数が入所者数を超える箇所は、同施設内に短期入所施設を抱える施設で、その短期入所施設に⻑期入所している⽅を含むため。

D 障害者支援施設
（愛光園 など）※65歳以上の⽅のみ

 施設の嘱託医を想定
5 /5

鶴岡市 4/4
三川町 1/1

71 /85

鶴岡市 55/55
三川町 16/30

合 計
98 /98

鶴岡市 88/88
三川町 10/10

2,923 /3,044

鶴岡市 2,628/2,721
三川町 295/323

2,854 /3,164

鶴岡市 2,665/2,898
三川町 189/266
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在宅の要介護高齢者の接種について【鶴岡市】

①在宅の要介護⾼齢者の実態について、３⽉に市がケアマネジャーを通じ、該当者約5,000人の接種希望の有無及び集団接種の
可否などについて調査を実施

②そのうち約4,000人が接種を希望。このうち約2,500人はケアマネージャーが家族等と相談し、集団接種が可能と判断され、
約1,300人が集団接種が難しいとされた

③さらに、この約1,300人のうち、通院治療を⾏っている方は約900人、通院治療が困難で訪問診療のみの方は約130人となっ
ている。訪問治療のみの⽅約130人のうち、いわゆる「寝たきりで移動も困難であり、家族が専⾨に看護している方」は45人
となっている

④集団接種が難しいとされた約1,300人の接種⽅法について、市では以下のとおり類型化し、接種を検討するが、なお鶴岡地区
医師会等と協議を⾏い、接種を希望するすべての⽅が接種を⾏うことができるようケアマネージャーからの協⼒もいただきな
がら、調整を進める
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１．在宅の要介護高齢者の実態調査結果

接種を
希望

しない

903人

集団接種が
可能

2,563人

不明

154人

接種を
希望

4,009人

通院治療が困難で、
主治医による訪問
診療を受けている

129人

通院治療ができて
おり、訪問診療は

受けていない

872人

不明

291人

通所サービスの
利用者

722人

通所サービスの
利用無し

150人

通所サービスの
利用者
84人

通所サービスの
利用無し

（いわゆる寝たきりで
家族看護）

45人

①主治医の訪問による接種
若しくは

②医師会から医師派遣による
訪問での接種

を検討

①個別接種を⾏う医療機関
（主治医若しくはかかりつけ
患者以外も対応可とする医療
機関）での接種

若しくは
②医療機関若しくは⽼人保健
施設に併設する通所サービス
利用時に接種

を検討

調査
対象者

4,912人

集団接種が
不可能

1,292人

8⽉上旬まで接種が完了する
よう更に調査・検討
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①鶴岡市では、市⺠からの相談・予約を⾏う「鶴岡市コロナワクチン相談・予約センター」を３⽉１⽇に設置する
②三川町では、町⺠からの相談・予約を⾏う「三川町新型コロナワクチン接種コールセンター」を4⽉１５⽇に設置する
③両市町ともにWEBでも予約の受付を⾏う

１．内容

項 目 鶴岡市 三川町

(1)設置⽇ 令和3年3⽉1⽇〜 令和3年4⽉15⽇〜

(2)受託事業者 （株）プレステージ・コ
アソリューション

（株）プレステージ・コ
アソリューション

(3)設置場所 酒⽥営業所 酒⽥営業所
(4)電話番号 0120-125226 0120-752770
(5)業務内容 電話予約、WEB予約 電話予約、WEB予約

項目 電話相談 電話予約 WEB予約

業務開始 鶴岡市︓3/1〜
三川町︓4/15〜

鶴岡市︓4/28〜
三川町︓4/26〜

業務時間
8︓30〜17︓15

鶴岡市︓土⽇祝⽇含む
三川町︓平⽇のみ

8︓30〜17︓15
鶴岡市︓土⽇祝⽇含む
三川町︓平⽇のみ

24時間
(土⽇祝⽇含む)

業務内容 ①ワクチン接種の予
約に関すること

②接種場所、接種⽇
に関すること

③移動支援に関する
こと

①接種⽇時・会場の
予約

②バスの予約
【聞き取り項目】
・氏名 ・住所
・⽣年⽉⽇ ・電話番号
・接種回数
・接種券番号

・バス利⽤の有無
・乗⾞バス停

①接種⽇時・会場の
予約

【確認項目】
・氏名 ・住所
・⽣年⽉⽇ ・電話番号
・接種回数
・接種券番号

(三川町は次の内容も入⼒)
・バス利⽤の有無
・乗⾞バス停

データ
管理

予約データ管理（電話・WEB）はサーバで一元的
に管理し、情報が重複しないように設計

項目 国 県 鶴岡市
三川町

設置主体 厚⽣労働省 ⼭形県 鶴岡市・三川町

設置期⽇ 2⽉15⽇ 3⽉29⽇ 3⽉1⽇・4⽉15⽇

内 容 ①ワクチンの安全
性・有効性に関す
ること

①ワクチン接種の副反
応やアナフィラキ
シー等に関すること

①接種の予約、接
種場所等に関す
ること

備考 市に国や県の内容の問い合わせがある場合、国県のコールセン
ターに誘導する。

（６）国・県・市のコールセンターの役割分担

■コールセンターの運用イメージ
登
録
デ
ー
タ
（
一
元
管
理
）

予約・相談 登録

予約登録

（8︓30〜17︓15）

（24時間対応）

■コールセンターの予約回線

【情報管理】
データ重複が
ないよう予約
情報はサーバ
等で一元管理
する

電話後に、「相談は１」、「予約は２」などと内部的に分けることで、回線のロ
スをなくす設計とする。
※相談・予約の番号を分けると相談の回線枠の余りがあるのに、予約の回線枠が
ない等の課題が⽣じる恐れがある。

市⺠・町⺠からの相談と予約を⾏うコールセンターの設置

■鶴岡市・三川町のコールセンター業務の内容



①ワクチンの保管管理・配送については、鶴岡市と三川町がそれぞれ⾏う
②鶴岡市では、集団接種会場のワクチン保管・供給拠点は、基本型接種施設である荘内病院とし、市が委託する配送業

者が配送する
②-1 個別接種を⾏う医療機関へは、鶴岡地区医師会を保管・供給拠点とし、市が委託する配送業者が配送する
②-2 高齢者施設での接種を⾏う医療機関・施設へは、薬品卸売事業者を保管・供給拠点とし、市が委託する配送業

者が配送する
③三川町では、三川町役場をワクチン保管・供給拠点とし、町職員が配送を⾏う

ワクチンの保管管理・配送について

NO. 接種区分 ワクチン保管・配送拠点 ワクチン配送

１ 集団接種 荘内病院

市内配送業者と調整中
２ 個別接種 鶴岡地区医師会

３ ⾼齢者施設での接種 薬品卸売事業者

４ 在宅の要介護⾼齢者の接種 調整中

１．鶴岡市におけるワクチンの保管・配送拠点
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NO. 接種区分 ワクチン保管・配送拠点 ワクチン配送

１ 集団接種
⾼齢者施設での接種 三川町役場 町職員による配送

2．三川町におけるワクチンの保管・配送拠点



鶴岡市

No. 設置予定
時期 設置場所 メーカー 収納可能

バイアル数
接種
回数

１ 2⽉中 荘内病院
薬局 PHC

最⼤20箱 19,500
回分

2 3⽉中 協⽴病院 PHC

3 4⽉中 薬品卸売事業者 PHC

４

5⽉中

荘内地区健康
管理センター PHC

５ 調整中 PHC

６ 調整中 PHC

７
6⽉中

調整中 ⽇本フ
リーザー 最⼤10箱 9,750

回分８ 調整中 ⽇本フ
リーザー

○ バイアル箱
外寸︓幅229ｍｍ×奥⾏229ｍｍ×⾼さ40ｍｍ
※1箱に195バイアル入る。

○ ディープフリーザー
各社の寸法については次のとおり。

・ＰＨＣ社
外形寸法 幅550mm×奥⾏685mm×⾼さ945mm

・⽇本フリーザー社
外形寸法 幅557mm×奥⾏（557+88）mm×⾼さ887mm

○ 設置場所について
原則として、基本型接種施設に設置する。
ただし、責任医師を決めることにより、市町村が管理する
場所にディープフリーザーを設置することが可能

○ 設置台数について
一つの基本型接種施設に、複数台のディープフリーザーを
設置することは可能

１．内容

（１）設置スケジュール・台数等 （２）サイズ等

（３）設置要件

①ファイザー社のワクチンを医療機関等の接種会場で適切に保管・管理できるように、超低温冷凍庫（－75℃対応
ディープフリーザー）を国が確保・購入し、人口規模に応じた台数を⾃治体に配分（譲渡）する

②鶴岡市には８台、三川町には１台の納入が予定されているが、現在の設置場所等については以下のとおり

ファイザー社製ワクチンを保管するディープフリーザーの設置

三川町

No. 設置予定
時期 設置場所 メーカー 収納可能

バイアル数
接種
回数

１ ３⽉中 三川町役場 PHC 最⼤20箱 19,500
回分 33



副反応の対応について
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①ワクチン接種により、稀に発⽣しうるアナフィラキシーについては、発⽣のリスクをできるだけ減らすための対応や発⽣した場合の早期
発⾒、対処、副反応により健康被害が発⽣した場合の被害救済など、下記のとおり対応していく

②副反応を疑う症状について被接種者が受診を希望する場合は、まず身近な医療機関（接種医やかかりつけ医）の受診を促し、頻度の⾼い
軽度の副反応については、接種医やかかりつけ医で対応する。専⾨的な対応が必要と判断した場合、専⾨的な医療機関を紹介する

③県は、副反応の相談対応をするとともに、円滑な受診ができるよう、専⾨的な医療機関の協⼒依頼と情報提供を⾏い、医療体制の確保を
図る

１．副反応（アナフィラキシー）への対応について
NO. 対応

１ 接種前

・新型コロナワクチン予防接種 説明書（ワクチンの効果・接種不適当者・接種要注意者・接種後の注意点・副反応・健康被害等）を予診票
に同封し、周知を図る。

・基礎疾患のある⽅に対して、ワクチン接種をしてよいか、かかりつけ医に相談するよう周知をする。
・接種の効果や副反応を理解した上で、接種を希望する場合、被接種者より予診票に⾃署いただく。
・集団接種会場では、接種についての相談コーナーを設けて対応する。

２ 接種後 ・接種直後や帰宅後の注意点（副反応の症状等）について、リーフレットを配布する。

３ 発症に
備えた対応

・アドレナリン製剤等、救急処置に必要な物品や薬剤を準備する。
・集団接種会場で、看護師が接種後30分経過観察を⾏い、予診医師に初期対応を依頼する。
・速やかな治療や搬送のために、予め会場内の従事者について役割を確認するとともに、搬送先等について、事前に荘内病院・協⽴病院に

協⼒を依頼する。また、集団接種の⽇時や会場について、予め消防本部に情報提供をしておく。

４ 副反応報告 ・症状を確認した医療機関（医師等）が、（独）医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に対して「副反応疑い報告書」により速やかに報告
し、当該情報を厚労省と共有する。

５ 健康被害が発⽣
した場合の対応

・予防接種法上の臨時接種として、予防接種健康被害救済制度により、定期接種と同等の被害救済を⾏う。
・健康被害救済給付申請の受付を⾏い、厚労省が設置する審査会でワクチン接種による健康被害と認められた場合に、救済給付を⾏う。

２．副反応等に対応する医療体制の確保

被接種者

接種医、かかりつけ医

県

相談窓口等

受診、相談

回答
受診のおすすめ

相談等
専門的な
医療機関

(日本海病院を予定)

必要に応じて紹介
専門的な医療機関に
関する情報提供

協力依頼
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①接種優先順位は、⾼齢者の次に「基礎疾患を有する者（高齢者以外）」、以降「⼀般の方（１６歳以上）」とされている
②⾼齢者の接種は８⽉上旬を終了目途とするが、次順位の対象者に対しても、切れ目なく継続して接種を進めることができる体

制を整えるよう、国の動向を注視しつつ、今後も鶴岡地区医師会と協議を進める
③基礎疾患を有する者は、個別接種を中⼼に接種実施を検討する。また、その他一般の⽅の接種については、インフルエンザワ

クチンの接種時期と重複すること等に伴い、医療機関の業務集中を回避するため、⼟⽇の集団接種等の検討を⾏う
あわせて、企業と産業医との連携による職域での接種について、国の動向や企業の意向等を踏まえ、検討を進める

基礎疾患を有する者（高齢者以外）・その他⼀般の方の接種について①（検討事項）

６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ １０⽉

１．高齢者接種以降の接種スケジュール（イメージ）

16〜64歳の⽅への
接種券発送

接種券発送準備・発送
(16〜64歳の全ての方)

集団接種 【集団接種】 （鶴岡市︓５⽉１９⽇〜８⽉８⽇）
（三川町︓５⽉３０⽇〜７⽉２９⽇）

個別接種 【各医療機関での個別接種】（５⽉２４⽇〜８⽉上旬）

個別接種を中⼼に接種
の実施を検討

高
齢
者
接
種

基
礎
疾
患
を
有
す
る
者
祖

そ
の
他
一
般
の
方

鶴岡地区医師会等
との協議

⾼齢者以降の接種
⽅法の検討・協議

基礎疾患を有する者
への接種

（鶴岡市︓約7,800人）
（三川町︓約500人）

その他一般の⽅
（鶴岡市︓約53,000人）
（三川町︓約2,700人）

個別接種の医療機関を拡大して接種の実施を検討 36

職域での接種実施について検討

※個別接種医療機関の拡⼤については、ファイザー
社製以外のワクチン供給も視野に検討

集団接種の実施を検討
(ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ接種にあわせ)



①アストラゼネカ社のワクチンは令和３年２⽉５⽇に、武⽥/モデルナ社のワクチンは令和３年３⽉５⽇に薬事申請がされており、
今後、薬事承認を経て供給される計画となっている

②各ワクチンの特性・状況については、以下のとおり

基礎疾患を有する者（高齢者以外）・その他⼀般の方の接種について②（ワクチンの状況）

項目 ファイザー社 アストラゼネカ社 武⽥／モデルナ社

接種規模 1.44億回分
（7千2百万人×２回接種）

1.2億回分
（6千1百万人×２回接種）

5千万回分
（2千5百万人×２回接種）

接種回数 2回（21⽇間隔） 2回（28⽇間隔） 2回（28⽇間隔）

保管温度 -75℃±15℃ 2〜8℃ -20℃〜±5℃

1バイアル（瓶）の単位 5回分/バイアル 10回分/バイアル 10回分/バイアル

最小流通単位
（１箱）

195バイアル
（975回接種分）

10バイアル（100回接種分）
※供給当初300万バイアル分

2バイアル（20回接種分）
※残り900万バイアル分

10バイアル
（100回接種分）

バイアル開封後の保存条
件
（温度、保存可能な期
間）

冷蔵庫で解凍する場合は、解凍及び希
釈を5⽇以内で⾏うこと
室温で解凍を⾏う場合は、解凍及び希
釈を2時間以内で⾏うこと
希釈後、室温で6時間

（一度針をさしたもの以降）
室温で6時間
２〜８℃で48時間
希釈不要

（一度針をさしたもの以降）
２〜２５℃で6時間（解凍後の再凍結
は不可）
希釈不要

薬事承認 申請︓令和2年12⽉18⽇
承認︓令和3年2⽉14⽇

申請︓令和3年2⽉5⽇
承認︓未定

申請︓令和3年3⽉5⽇
承認︓未

接種開始時期⾒込み 2⽉17⽇〜
（本格供給は5⽉から） 未定 未定
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※アストラゼネカ社、武⽥/モデルナ社の情報は薬事承認前のため、全て予定情報
※出典︓厚⽣労働省第3回⾃治体説明会資料



基礎疾患を有する者（高齢者以外）・その他⼀般の方の接種について③（医療機関数と接種期間）

①１６歳から６４歳までの鶴岡市の人口は約６４，７００人、三川町の人口は約３，８００人であり、仮に接種率を７割とした
場合、接種者と接種回数は以下のとおり

②一般の⽅への接種時期は示されていないが、仮に7⽉以降、一般の⽅への接種が開始になるとした場合、国が⽰す接種完了の
令和４年２⽉２８⽇まで、約８カ⽉であり、下記２を⾒た場合でもより多くの接種医療機関が必要である

③下記２（３）のとおり、１医療機関で週3回、２０回接種を⾏い、これを５０医療機関が⾏うとした場合、令和４年２⽉２８
⽇までの期間内に接種が完了すると試算される

項目 単位 （１） （２） （３） （４）

1医療機関の1週間当たりの接種⽇数と1⽇
の接種回数 ⽇ ① 1医療機関で週4回20回

（人）に接種
1医療機関で週3回20回

（人）に接種
市内の接種医療機関数 数 ② 50 30 50 30

1週間当たり市全体の接種回数 回/週 ③=①×② 4,000 2,400 3,000 1,800

1⽉当たりの接種回数 回/⽉ ④=③×４ 16,000 9,600 12,000 7,200

Ａの必要な接種回数に到達するまでの期間 ⽉ ⑤=A/④ 6.0 10.0 8.00 13.4

項目 回数等 備考

①１６歳から６４歳までの人口 68,500人上記の鶴岡市と三川町の人
口を合算した数

②接種率を7割とした場合の接種人数 47,950人

③上記②の接種回数 95,900回（A）

１．その他⼀般の方の対象者数及び接種回数

２．その他⼀般の方への接種にかかる必要期間

仮に７⽉にその他一般の⽅への接種が始まった場合、約８カ⽉であるが、上記（１）（３）の場合は期間内に接種が完了
→より多くの医療機関から接種に協⼒いただくことが必要 38



基礎疾患を有する者（高齢者以外）・その他⼀般の方の接種について④（基礎疾患の要件）

39

①⾼齢者の次に優先接種となる「基礎疾患を有する者（高齢者以外）」については、鶴岡市は約7,800人、三川町は約470人と
推計される （算定方法︓総人口の6.3％〈国⼿引きより〉）

②「基礎疾患を有する者（高齢者以外）」の範囲は以下のとおり⽰されており、対象者の確認は、⾃己申告による予診票の記載
により確認をする。基礎疾患の状態が悪化している場合や全身状態が悪い者等については、接種の延期も含め、特に慎重に予
防接種の適否を判断する必要がある

③現時点では、「基礎疾患を有する者（⾼齢者以外）」や「一般の⽅（１６歳以上）」に対する接種開始時期が未定であるため、
今後、接種体制について、個別接種・集団接種を含め、鶴岡地区医師会と協議を⾏い検討していく

基礎疾患を有する者
１．令和3年度中に65歳に達しない者であって、以下の病気の状態の⽅で、通院/入院している⽅

①慢性の呼吸器の病気
②慢性の心臓病（⾼血圧を含む。）
③慢性の腎臓病
④慢性の肝臓病（肝硬変等）
⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
⑥血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
⑦免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。）
⑧ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
⑨免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
⑩神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
⑪染⾊体異常
⑫重症心身障害（重度の肢体不⾃由と重度の知的障害とが重複した状態）
⑬睡眠時無呼吸症候群
⑭重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は⾃⽴支援医療
（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

２．基準（ＢＭＩ30以上）を満たす肥満の⽅


