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近江八幡市新型コロナウイルスワクチン接種業務実施計画 

 

１．計画の目的 

新型コロナウイルス感染症については、感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るた

め総力を挙げてその対策に取り組み、あわせて社会経済活動との両立を図っていく必要が

ある。 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「新型コロナワクチン」という。）につ

いては、現在、我が国を含め世界各国で開発が進められており、国においては、国民への円

滑な接種を実施するため、必要な体制確保に取り組んでいる。 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第２９条の規定により第一号法定受託事務とされ

ている新型コロナワクチンに係る特例的な臨時接種に係るものとされ、厚生労働大臣の指

示のもと、県の協力により、市が実施主体となり予防接種を実施することとなる。 

このたび、令和３年２月１４日にファイザー社の新型コロナワクチン（コロナウイルス修

飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）が医薬品医療機器等法の特例承認を受

け、同年２月１７日から医療従事者等における先行接種が開始された。 

当該感染症のまん延予防のため、国、都道府県及び市町村が協力し合って、全国的に円滑

な接種を実施していくことができるように体制づくりが必要となる。 

国が示す接種順位は、医療従事者等の先行接種及び優先接種後に全国の市町村では、高齢

者より接種を開始することとなる。 

本市では、新型コロナワクチン接種業務実施要領及び実施計画を策定し、新型コロナワク

チン接種体制の構築および接種業務の円滑な実施を行うものとする。 

 

２．接種対象者 

（１）本市における接種対象者の概要 

   本市における総人口は、約８２，０００人で、６５歳以上の高齢者は約２３，７００

人である。その内訳は、６５歳以上７５歳未満が約１１，９００人、７５歳以上は約１

１，８００人となる。 

これらの高齢者の総数で、接種率を７０％と仮定すると、約１６，５９０人が実際の

接種者数と推定される。 

現時点では、国が示す基準では１６歳未満の者（約１２，３００人）については、接

種を行わないこととしており、妊婦（約７００人）についても接種の努力義務から除外

される。   

また、医療従事者は約２，４７０人と見込まれ、優先接種の対象であることから、本

市における接種対象者数の総数は約４２，８００人と見込まれる。 

このうち、基礎疾患を有する者（約６，７２４人）、高齢者施設等に従事する者（約

１，２３０人）は、高齢者の接種に続く順位で、それ以外の者への接種となる。 
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それぞれをまとめると接種対象者は次のとおりとなる。 

近江八幡市の予防接種対象者の内訳 接種にかかる対象者数 

（総人口） 約８２，０００人  

医療従事者等 約 ２，４７０人  

高齢者数 約２３，７００人  

 ７５歳以上 約１１，９００人  

６５歳以上７５歳未満 約１１，８００人  

基礎疾患を有する者 約 ６，７２４人 本市人口の 8.2%

（20~64 歳の場合） 

高齢者施設等従事者 約 １，２３０人 本市人口の 1.5％ 

上記以外の者 約４２，８００人  

 妊婦 約   ７００人  

１６歳未満 約１２，３００人  

・予防接種法第９条第１項（対象者が接種を受ける努力義務）の規定は、妊娠中の者には

適用しない。 

・予防接種法第９条第２項（対象者が１６歳未満又は成年後見人の場合に、その保護者が

対象者に受けさせるための措置を講ずる努力義務）の規定は、妊娠中の者の保護者には適

用しない。 

（２）接種順位 

   新型コロナワクチンの接種は、当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供

給量も順次行われる見通しであることから、国が示す接種順位と接種の時期を踏まえ、

順次接種していくこととする。 

接種順位の概要 

 

１ 医療従事者  

 高齢者への 

接種券を配布 

２  高齢者

※ 

 

  

 

それ以外

の者への

接種券を

配布 

３ 基礎疾患を有する者 

（高齢者以外） 

 

 ４ 高齢者施設等の従事者 

 ５ ６０～６４歳の者（ワク

チン供給量による） 

  ６上記以外の者に対し、

ワクチンの供給量等を踏

まえ順次接種 

※高齢者については、令和３年度中に６５歳に到達する者（昭和３２年４月１日生を含む） 
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 高齢者については、令和３年度中に６５歳に到達する者（昭和３２年４月１日生を含む）

であるが、ワクチンの供給量や時期によっては、年齢により細分化される可能性もあり、今

後、国から示される内容によっては、変更となる可能性があることに留意しつつ準備を行う。 

 接続順位における区分については、次のとおりとなる。 

１ 医療従事者等 新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウイルス感染症疑い患

者を含む）に直接医療を提供する施設の医療従事者等（新型コロナウ

イルスワクチン感染症患者の搬送に携わる救急隊員等及び患者と接

する業務を行う保健所職員等を含む。） 

２ 高齢者 令和３年度中に６５歳以上に達する方 

ワクチンの供給量・時期等によっては、年齢により接種時期を細分

化する可能性がある。 

３ 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

態で、通院／入院をしている方 

・慢性の呼吸器の病気 

・慢性の心臓病（高血圧を含む） 

・慢性の腎臓病 

・慢性の肝臓病（ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く） 

・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 

・血液の病気（ただし、鉄欠乏貧血除く） 

・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） 

・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 

・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

・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） 

・染色体異常 

・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） 

・睡眠時無呼吸症候群 

・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 

４ 高齢者施設等の 高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等（介護保険施設、居宅系
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従事者 介護サービス、高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設等。以

下次の別表参照）において、利用者に直接接する職員 

５ ６０～６４歳の

者 

ワクチンの供給量によっては、基礎疾患を有する者と同じ時期に接

種を行う。 

６ 上記以外の者 ワクチンの供給量等を踏まえ、順次接種 

ワクチンの供給量・時期等によっては、年齢により接種時期を、細分

化する可能性がある。 

注 疑い患者には、新型コロナウイルス感染症患者であることを積極的に疑う場合だけで

なく、発熱・呼吸器症状などを有し、新型コロナウイルス感染症患者かどうかわからない

患者を含む。 

※高齢者の人口が概ね５００人程度未満の離島や、高齢者の人口が概ね５００人程度未満

の市町村（複数の市町村で共同で接種体制を構築する場合を除く。）及び総人口が概ね１

千人程度未満の離島や市町村（複数の市町村で共同で接種体制を構築する場合を除く。）

については、当該地域に、ファイザー社のワクチンの供給単位等を踏まえ、接種を希望す

る高齢者を上回るワクチンの供給量が得られた場合には、高齢者に対する接種時期であ

っても、接種順位にかかわらず、高齢者以外の接種対象者を対象に接種を行うことは差し

支えない。 

※高齢者施設等の従事者、高齢者施設等の従事者、６０～６４歳の者の接種順位は並列であ

るが、６０～６４歳の者については、ワクチンの供給量による。 

※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（２．１版）による 

（３）接種順位の特例 

  重症化リスクの大きさ等を踏まえ、高齢者と高齢者施設の従事者の接種順位は異なっ

ているが、施設内のクラスター対策のより一層の推進のため、市及び施設等の双方の体制

が整えば、介護保険施設や一定の要件を満たす高齢者施設において、当該施設内で入所者

と同じタイミングで従事者の接種を行うことができる。その際には、ワクチン流通の単位

の観点からの効率性に留意する。 

  一定の要件とは、次に掲げる要件を目安とする。 

ア 市及び高齢者施設の双方の体制が整う場合であること。 

イ ワクチン流通量の単位から施設入所者と一緒に接種を受けることが効率的である

こと。 

ウ 施設全体における入所者の日常的な健康管理を行う医師等が確保されており、接

種後の健康観察ができること。 

（４）離島等における新型コロナウイルスワクチン接種 

   離島等における新型コロナワクチン接種については、次のとおり国から方針が示さ

れている。 

高齢者（令和３年度中に６５歳以上に達する者）の人口が概ね５００人程度未満の離
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島や市町村については、当該地域に接種を希望する高齢者を上回るワクチンの供給が

得られた場合には、高齢者に対する接種時期であっても、接種順位にかかわらず、高齢

者以外の接種対象者を対象に接種を行うこととして差し支えないこととしているが、

総人口が概ね１千人程度未満の離島や市町村についても同様の取扱いとすることとさ

れており、本市では、離島等における接種について沖島がこの要件に該当している。 

令和３年４月１２日以降、新型コロナワクチンが段階的に市町村に配分される状況

となっており、新型コロナワクチンを受け取り後、速やかに市民に対し接種を実施する

場合、接種対象者を限定する必要がある。 

このことから、接種業務を迅速かつ効率的に実施する観点から沖島を市における接

種順位の最上位として、接種に向けた準備を行う。 

 

３．実施期間 

臨時接種の実施に係る市町村への厚生労働大臣の指示の内容では、接種期間は令和３

年２月１７日～令和４年２月２８日とされている。 

  本市の実施期間は、令和３年４月１２日以降（国の指示による）の開始日から約９か月

間とする。 

  ただし、接種状況やワクチン供給状況により延長も考えられる。 

  国が指示する接続順位により高齢者を優先接種とし、接種希望者の１回目は９週間で、

２回目は１２週間で完了を目標とする。 

  国は、全国で高齢者向け接種に用いる新型コロナワクチンを令和３年４月５日の週（第

１クール）に１００箱、４月１２日の週（第２クール）に全国で５００箱を、４月１９日

の週（第３クール）に全国で５００箱を出荷する予定である。 

  第３クールまでに滋賀県には２２箱のワクチンが配分され、本市は、県との協議を踏ま

え、第２クールで２箱（ただし、日野町の７０バイアル分、竜王町の４０バイアル分を含

むため、本市分は２８０バイアル）が配送されることとなっている。 

  この２８０バイアル分は、１バイアルで５回接種分として１，４００回接種相当分であ

り、２回接種分として実質７００人分にあたる。当面、新型コロナワクチンの供給は限定

的で、本市は、新型コロナワクチンの供給を見極めつつ、沖島住民と高齢者施設を優先し

て、令和３年４月下旬から接種を段階的に開始し、本格的には令和３年５月１０日（月）

から接種を開始予定とし準備を始める。 

 

４．新型コロナワクチン接種に係る実施体制の規模 

  早期に接種を進めることのできる体制を整備する観点から、本市における被接種者数

を想定して、接種の体制整備を行う。 

  ６５歳以上の高齢者数の１回目、２回目の接種をそれぞれ２か月以内で実施できるこ

とを念頭に週あたりに提供する接種回数を算出し、体制整備の目標とする。 
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  なお、国から示されている具体例については、「人口１０万人、高齢化率２７％の自治

体の場合、人口１０万人×高齢化率０．２７÷９週間×２回接種＝週あたりの接種回数６

千回」とされている。 

本市においては、接種希望者の１回目は９週間で、２回目は１２週間で完了を目標とす

ることから、下記の図のような接種を実施できる体制が必要となる。 

高齢者に相当する人数の 1回目を９週間、２回目の接種を１２週間で実施できる体制 

●人口 X 万人 ×高齢化率 ÷ １２週間 × ２ ＝ 週あたりの接種回数 

（６５歳以上の人口）       （２回接種） 

 

 

 週あたり 

接種回数 

 

 

          

 

 

        次順位の対象者への

接種を継続 

１w  ２w   ３w   ４w  ５w  ６w   ７w   ８w  ９w  10w  11w 12 w 

６５歳以上の高齢者に相当する人数に、３か月で２回の接種を実施することを想定 

※新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について自治体説明会②資料引用して作成 

  これに当てはめると、本市の場合、２で高齢者の接種率を７０％と仮定した場合で、約

１６，５９０人が実際の接種対象者数と推定し、週あたり２，７６５回の接種ができる体

制が必要で、１週間での接種を平日の５日とした場合、１日５５３回の接種が必要と想定

する。 

 

５．新型コロナワクチン接種に係る実施体制 

（１）庁内体制等  

本市における市民への新型コロナワクチン接種を円滑に実施するために、令和３年１

月１８日付で、庁内子ども健康部内に新型コロナウイルスワクチン接種対策室（以下「対

策室」という。）を設置し、専任職員６名（３月１日より１名増員）、兼務職員７名を配置

した実施体制を整える。 

また、接種業務の実施については、対策室及び所管部内の職員のみでは対応が困難であ

ることから、各部局から職員の応援を依頼し、全庁体制をとることで新型コロナウイルス

ワクチン接種について全職員で取り組む体制づくりを図る。 

（２）個別接種と集団接種 

  ア 個別接種 

    市長の要請に応じて、個別接種に協力する旨を承諾した医師により、当該医師に係

る医療機関で接種を行うもの。 

  イ 集団接種 

２回目 

1 回目 
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    前記医療機関における接種を実施しがたい場合において、予防接種を実施するの

に適した施設により接種を行うもの。 

（３）接種会場等 

ア 本市が設置する市民向け接種会場 

接種会場 住 所  

① 近江八幡休日急患診療所 出町３８１番地 （集団接種会場） 

② あづちマリエート 安土町桑実寺７７７番地 （集団接種会場） 

③ ヴォーリズ記念病院 北之庄町４９２番地 （個別接種会場） 

イ 医療従事者向け接種会場 

 近江八幡市立総合医療センターに超低温冷凍庫（ディープフリーザー）を設置し、基本型

接種施設とし、その他の医療機関は、連携型接種施設となる。 

接種会場 住 所  

④ 近江八幡市立総合医療センター 土田町１３７９番地 

（医療従事者向け） 

〇基本型接種施設 

自院勤務医等の従事者 

その他の医療従事者等 

⑤ ヴォーリズ記念病院 北之庄町４９２番地 

（医療従事者向け） 

〇連携型接種施設 

（高齢者向け） 

〇基本型接種施設 

自院勤務医等の従事者 

その他の医療従事者等 

⑥ 滋賀八幡病院 鷹飼町７４４番地 

（医療従事者向け） 

〇連携型接種施設 

自院勤務医等の従事者 

④⑤⑥のとりまとめと実施は滋賀県、各医療機関が連携して対応する。 

⑤のヴォーリズ記念病院については、令和３年３月８日（月）に超低温冷凍庫（ディープ

フリーザー）が設置されるため、高齢者向け接種については、基本型接種施設として、新

型コロナワクチンの配送を受けることとなる。 

ウ 接種実施曜日と時間帯（予定） 

集団接種会場 接種実施曜日 接種時間帯 

① 近江八幡休日急患診療所 月曜日～金曜日（祝日除く） １３：３０～１５：３０ 

② あづちマリエート 月曜日～金曜日（祝日除く） １３：３０～１６：３０ 

土曜日 １３：３０～１５：３０ 

日曜日・祝日 １０：００～１２：００ 

③ ヴォーリズ記念病院 月曜日～金曜日 １４：００～１６：００ 
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（土日・祝日は除く） 

※実施時間は現時点における予定 

（４）接種体制の構築 

   ４の実施体制での想定では、１週当たり２，７６５回の接種が必要で、１日当たりで

換算すると、約５６０回の接種が必要となる。 

   接種事務にあたっては、医師１名と看護師２名を予診と接種業務を担当する１チー

ムとし、薬液希釈、薬液充填、経過観察を看護師、薬剤師等が担当する。 

その他、接種済証発行（接種済シール貼付、接種日、接種場所等の記載）について事

務職員を１チームごとに１名～２名配置する。 

１チームの１時間当たりの接種可能人数を３０人と想定として次のとおりとする。 

 ア 近江八幡休日急患診療所 

   ２チーム体制で、１日接種予定１２０人 

   近江八幡市蒲生郡医師会からの医師 

イ あづちマリエート 

平日は、３チーム体制で、１日接種予定２４０人 

２チームは近江八幡総合医療センターから医師 

１チームは近江八幡市蒲生郡医師会からの医師 

土日・祝日は、２チーム体制で、１日接種予定１２０人 

 近江八幡市蒲生郡医師会からの医師 

 ウ ヴォーリズ記念病院 

    ２チーム体制で、１日接種予定１２０人 

※ヴォーリズ記念病院については、個別接種会場として、自院での予約受付け、自

院医師・看護師等で接種体制を構築されるため、必ずしも集団接種会場と同様の

体制とはしない。 

この体制によると、平日の接種は、１日あたり４８０回接種し、土日・祝日は１日

当たり１２０回となり、想定された接種回数がほぼ達成できる。 

〇医療従事者を除く接種会場における推定接種者数 

接種会場 高齢者 
基礎疾患を

有する者 

高齢者施設

等従事者 

左記以外の者 

（16 歳以上） 

① 近江八幡休日急患診療所 5,800 1,647 307 8,537 

② あづちマリエート 12,100 3,430 616 17,772 

③ ヴォーリズ記念病院 5,800 1,647 307 8,537 

合 計 23,700 6,724 1,230 35,092 

（５）医療従事者等の確保 

近江八幡市蒲生郡医師会、近江八幡市立総合医療センター、ヴォーリズ記念病院、八

幡蒲生薬剤師会と新型コロナウイルスワクチン接種対策連絡会を設置し、医師・看護師
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の派遣依頼等、接種業務について現状分析・課題の洗い出し等、接種について情報共有

を図るとともに緊密な連携をとることとする。 

看護師の確保については、医師会、市内医療機関を通じて看護師に接種業務への協力

を依頼する。 

近江八幡休日急患診療所の２チームは近江八幡市蒲生郡医師会からの医師の出動を

いただく。 

現段階において、あづちマリエートの３チームは、２チームについて、近江八幡市立

総合医療センターから医師の出動をいただき、残り１チームは近江八幡市蒲生郡医師

会からの医師の出動を予定している。 

また、薬剤の希釈充填作業については、八幡蒲生薬剤師会からも協力していただける

意向があり、今後調整する。 

（６）集団接種会場内における体制 

集団接種会場内では、接種を円滑に実施するため、各担当部署を次のとおりとし、事

務従事者、医師、看護師又は薬剤師を配置する。 

なお、事務従事者は派遣人材委託と市職員を別途編成することとし、市職員は各部局

から職員の応援を依頼し、全庁体制で業務にあたることとする。 

ア 駐車場及び会場への誘導案内（事務従事者） 

  駐車場及び会場の入り口付近に誘導員を配置し、接種当日の来場者にかかる事故

防止を図ることや当初は高齢者が対象となることから、会場への懇切丁寧な誘導を

行う。 

イ 来場者の発熱の有無の確認（事務従事者） 

入口付近に設置するサーモカメラにより予め来場者の発熱者の有無を確認する。 

３７．５℃以上の発熱がある者を確認した場合には、別に用意する待機場所にいっ

たん誘導し、再度体温計による測定を実施し、発熱していることが再確認できた際に

は、接種会場への入場を控えてもらうこととする。 

ウ 受付（事務従事者） 

    運転免許証・接種券および保険証等による身分証明書での本人確認、予約者である

ことの確認及び予診票を持参しているか確認を行う。 

エ 検温及び予診票確認（事務従事者） 

   非接触型体温計による接種前の体温測定を実施する。その後、記載項目の抜け漏れ・

不備のチェック、（２回目の接種の場合）接種間隔や 1 回目接種ワクチン種別の確認 

オ 予診（医師） 

体調や持病を確認する等必要な診察を接種前に行い、予防接種を受けるのが適当で

ない者又は予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当するか否かの判断

をする。医師は、接種者が名前を確認できるようにすること。 

当日は、予診ブース内に医師名を掲示する予定 
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カ 接種（看護師） 

   予診を終了した者について、ワクチンを通常、三角筋に筋肉内接種をする。 

キ ワクチンの希釈、シリンジへの薬液充填作業（看護師又は薬剤師） 

   バイアル内のワクチンを生理食塩水で希釈し※、シリンジへ充填する。 

      ファイザー株式会社社製のワクチンは１．８ミリリットルの生理食塩水で希釈を必

要とする。なお、その他のワクチンは希釈の必要はない。 

ク 接種済証（接種済シールの貼付）の交付（事務従事者） 

接種したワクチンのワクチンシールを接種済証に貼り、接種日・接種場所を記載する。 

ケ 接種後の状態観察（看護師） 

アナフィラキシーショックや血管迷走神経反射等の症状が生じることがあるため、

接種後、一定期間（１５分～３０分）待機場所で経過観察を行う。 

コ ワクチン接種に係る相談対応（看護師） 

予診時において、接種希望者が医師に相談等があると、接種の流れが止まり、混雑が

想定されることから、予め相談がある者については、別に設置する相談場所で対応する。 

〇集団接種会場の医療従事者・事務職員の設定人数 

集団接種会場 班編成 スタッフの人数 日数 

① 近江八幡休日急患診療所 ２チーム 医師２名・看護師６名・事務２９名 266 日 

② あづちマリエート ３チーム 医師３名・看護師９名・事務４７名 266 日 
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（７）高齢者施設等の接種 

ア 本市における高齢者施設について 

本市においては、県の情報提供や市介護保険担当課と協力・連携し、市内の介

護福祉施設、介護老人保健施設等の高齢者施設を把握し、当該施設に対して、本

市の接種体制を説明する。  

その後、施設から市へ接種予定者数等の報告を受けて、ワクチンの必要量の目

安や接種医師の調整、場合によっては巡回接種の検討等を行う。 

イ 高齢者施設の種類 

  本市における高齢者施設等は下記のとおりである。 

・介護老人福祉施設 

◎特別養護老人ホーム赤煉瓦の郷 

◎特別養護老人ホーム水茎の里 

◎特別養護老人ホームふれあい 

◎特別養護老人ホーム安土やすらぎの郷 

◎特別養護老人ホーム水茎の里個室ユニット棟 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者 

◎地域密着型特別養護老人ホーム赤煉瓦の郷 

・介護老人保健施設 

◎介護老人保健施設ヴォーリズ老健センター 

◎介護老人保健施設エスペラル近江八幡 

・認知症対応型共同生活介護 

◎グループホーム花ごよみ 
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◎グループホームしのだ 

◎グループホーム出町 

◎いっぷく安土庵 

◎グループホーム近江 

◎オアシスグループホーム 

◎グループホームちとせ 

◎グループホームさんじゅ 

◎グループホームおかえり 

◎グループホームほおのき 

・軽費老人ホーム 

◎ケアハウス赤煉瓦の郷 

◎ケアハウス信愛館 

ウ 高齢者施設の接種予定者の把握と接種場所等の調整 

     高齢者施設については、施設担当者に接種体制にかかる説明会を開催した後、

施設から本市へ報告するように依頼する。 

施設からの報告により、本市の当該施設での概算の接種予定者数を把握する。 

また、医療の提供を行う介護保険施設については施設の嘱託医等の所属医療機

関が、サテライト型接種施設としての登録を行い、高齢者施設と接種日程・会場

等を調整し接種を実施する。 

接種実施医療機関等に該当しない場合の接種について近江八幡市蒲生郡医師会

等の調整等を行い、本市が設置する集団接種施設での接種や本市の基本型接種施

設からの巡回接種チームを編成し接種を実施する。 

（８）離島等の住民への接種 

  本市においては、離島等の住民への接種として、沖島住民の接種を集団接種会場と

別に実施する。 

〇人口（令和３年３月） 

１６歳以上 

接種見込数×９０％ ファイザー社製ワクチン 

（１箱１９５バイアル） 

２４８人 ２２３人 ４５バイアル×２回必要 

 

〇沖島人口の内訳 ２５８人 

１６歳未満 平成１８年４月２日生～ １０人 

１６歳以上６５歳未満 昭和３２年４月２日～平成１７年４月１日生 ８４人 

６５歳以上 ～昭和３２年４月１日 １６４人 

  ア 接種会場 ①沖島小学校（体育館） 

②沖島コミュニティセンター 

  イ 接種体制 ２チーム体制で、１日予約枠１２０人とし、２日で実施する。 
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１チーム 医師１名・看護師４名・事務職員３名で構成する。 

ウ 緊急時の対応 救急艇の出動対応を東近江行政組合に依頼する。 

 

６．予約受付体制の確保 

予約受付等については、本市が参加する「おうみ自治体クラウド協議会」で接種券の

印刷、ＷＥＢ予約管理システム、コールセンター等の委託業務を共同調達としている。 

市町村は、国の接続順位に従い、高齢者より段階的に接種対象者に接種券を送付する

が、本市は、令和３年３月末までに６５歳以上の高齢者約２３，７００人を対象に接種

券を発送し、４月上旬には対象者に届くようにする。 

なお、接種券（クーポン券）には予め接種対象者が予約するために個々に ID とパス

ワードが記載されている。 

予約開始日は、令和３年４月１２日（月）９時からとし、接種開始予定は令和３年５

月１０日（月）とする。 

ヴォーリズ記念病院については、予約開始日は同日１３時からとし、接種開始予定は

令和３年５月２０日（木）の予定である。 

（１）WEB 予約管理システムによる予約 

接種券（クーポン券）の送付を受けた対象者で接種を希望する者は、予約管理システ

ムの WEB サイト上で、券に記載された ID とパスワードでログインした後、マイペー

ジで接種会場、接種時間帯等の予約データを入力の上登録を行う。 

予約サイトURL https://reserve-vac-c.jp/omihachiman/user/login 

（２）電話による予約 

接種希望者で、WEB 予約管理システムを使用しないもしくは使用が困難な者は本

市が開設する専用のコールセンターに電話をする。 

応対するオペレーターは接種希望者から予約内容を確認し、予約データ入力の上

登録を行う。 

近江八幡市新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター番号 0570-66-6538 

（３）ヴォーリズ記念病院 

個別接種会場であり、接種希望者は直接ヴォーリズ記念病院の予約専用電話にて予

約登録を行う。予約開始日は令和３年４月１２日（月）からとし、接種開始日は令和３

年５月２０日（木）からの予定とする。 

予約専用電話 0748-36-5455 
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７．市民への情報提供 

（１）情報媒体等を活用した市民への周知 

新型コロナワクチンの接種を行う際は、予防接種法施行令第５条の規定による公告

を行い、接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ予防接種の種類、予防接種

を受ける期日又は期間及び場所、使用する新型コロナワクチンの種類、予防接種を受け

るに当たって注意すべき事項、予防接種を受けることが適当でない者、接種に協力する

医師その他必要な事項について十分に周知を図るものとする。 

本予防接種は、予防接種法附則第７条第２項の規定により同法第６条第１項の臨時

接種とみなして実施するため、市長は対象者に対して接種勧奨をすることとなる。 

また、対象者については、原則として接種を受ける努力義務の規定が予防接種法によ

り適用されるが、強制ではなく任意であることを周知し、市民が自らの意思により接種

を受けるための情報提供を積極的に行う。 

接種対象者へは、接種順位に従い、まず高齢者から接種券（クーポン券）を送付する。 

   接種券の送付時には、あらかじめ２回分の予診票と説明書、接種場所、接種方法、予

約の方法等を記載したパンフレットを同封する。 

市は、市民に対して、市の広報誌、ケーブルテレビ（ZTV）、ホームページ、タウン

メール、全戸配布チラシ等の各種媒体で、新型コロナワクチン接種に係る国等を含む各

種情報を提供する。 

予防接種法の規定により、市長は対象者に接種勧奨をすることとされており、妊婦を

除く対象者については、原則として接種について努力義務が適用されるが、接種は強制

ではなく、任意であることから、被接種者が副反応等のリスク（危険性）とベネフィッ
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ト（効果・便益）を総合的に勘案して最終的には対象者が自らが判断し、接種の判断が

できるように丁寧かつ速やかに情報提供をする。 

また、市内の調剤薬局、医療機関、スーパーやドラッグストア、コンビニエンススト

ア等の商業施設、銀行や郵便局等の金融機関等の協力を得て、市から順次提供する最新

情報を店内に掲示のうえ、来店者に市からの情報が迅速に提供できる体制をとる。 

本市の新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターは、令和３年３月８日より

運用する。コールセンター配置人数は下記のとおり。 

月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

人数 ８名 ８名 ８名 ７名 ３名 ３名 ３名 

（２）個別通知 

接種順位に基づき、対象者宛に接種券を個別に発送する。 

まず、接種券（クーポン券）は、令和３年３月３１日までに高齢者向け約２３，７００

人分を発送し、予約開始受付は４月１２日からとする。接種券の発送は多くの通数となる

ため、あらかじめ近江八幡郵便局と発送日等の連絡調整を行ったうえで、発送後は速やか

に対象者の手元に届くように配慮する。 

なお、市民に周知を徹底するため、全ての封筒の表に予約開始受付は４月１２日から、

接種開始は５月１０日（予定）を表示した赤色（文字は白抜き）のシールを貼付する。 

 

８．新型コロナワクチンの配送について 

   国は、新型コロナワクチンの配送について、４月５日の週から４月１９日の週におい

ては、医療従事者等への接種のための出荷量を確保しつつ高齢者への接種に用いる新

型コロナワクチンは数量を限定して段階的に出荷することとしている。 

このため、高齢者向け接種に用いる新型コロナワクチンを令和３年４月５日の週（第

１クール）に１００箱、４月１２日の週（第２クール）に全国で５００箱を、４月１９

日の週（第３クール）に全国で５００箱を出荷する予定である。 
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   第２クールまでに滋賀県には２２箱のワクチンが配分され、本市は、県との協議を踏

まえ、第２クールで２箱（ただし、日野町の７０バイアル分、竜王町の４０バイアル分

を含むため、本市分は２８０バイアル）が配送される。 

１バイアル５回接種分で１，４００回分となり、２回接種必要分を考慮すると実質７

００回分の接種可能分となる。 

   第３クールにおける本市への新型コロナワクチンの配分はないが、４月２６日の週

には１,７４１箱の出荷がされ、全市町村において必ず１箱ずつ配送されることとなっ

ており、本市も１箱分（１９５バイアル）は配送される予定である。また、これに加え

て、５月３日の週には、４，０００箱の出荷が見込まれている。 

   また、希釈用のシリンジ（注射筒）・注射針については、当初市町村がそれぞれ用意

することとなっていたが、４月以降の医療従事者向け優先接種から、国から配布される

こととなり、引き続き、市町村向けの高齢者接種についても同様に配布されることとさ

れている。 

   このシリンジ・注射針は、配布当初は、１バイアルから５回分接種が可能なものとさ

れているが、５月中には１バイアルから６回分接種が可能なものに変更される予定で

ある。 
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９．ワクチン配送予定にあわせた接種開始の予定 

４月 日 月 火 水 木 金 土 

   3/31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 

 

12 13 14 15 16 17 

18 

 

19 20 21 22 23 24 １回目 

25 １回目 

 

26 27 28 29 30 5/1 

５月 日 月 火 水 木 金 土 

２ ３ ４ 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 ２回目 

16 ２回目 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 6/1 2 3 4 5 

６月 日 月 火 水 木 金 土 

６ 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 1 2 3 

30 31 6/1 2 3 4 5 

沖島接種に向けての準備（ワクチン 90 バイアル用）

意） 

２箱分 本市 280 ﾊﾞｲｱﾙ （※竜王町 40、日野町 70分含む） 

 

 

施設からの対象者報告をもとに高齢者施設入所者・従事者に向けた第１回目の接種を開始 

１箱分 本市 195 ﾊﾞｲｱﾙ配布（あづちマリエート） 

沖島接種 

沖島接種 

沖島接種 

沖島接種 

集団接種会場において高齢者第１週目の第１回目接種開始 5/10～ 

集団接種会場において 5/10の週の接種者第２回目接種 5/31～ 

 

集団
集団集団集団集団集団

集団
集団
集団集団集団集団

 
６５歳以上高齢者対象者へ接種券の発送 

第２週目の第１回目接種 

第３週目の第１回目接種 

第２週目の第２回目接種 

第３週目の第２回目接種 

第５週目の第１回目接種 

第６週目の第１回目接種 

第４週目の第２回目接種 

第４週目の第１回目接種 

第７週目の第１回目接種 

第５週目の第２回目接種 

第８週目の第１回目接種 

第６週目の第２回目接種 

第９週目の第１回目接種 
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１０.本市の新型コロナワクチン高齢者接種開始予定までのフロー 

  下記フロー図のとおり、新型コロナウイルスワクチンの供給量を把握した上で接種券

を令和３年３月３１日までに発送し、４月下旬に沖島の接種を始め、５月１０日から本格

的に接種を開始する計画とする。 

１１.新型コロナウイルスワクチンの概要 

 国において、開発に成功した際に供給を受けることについて契約締結又は基本合意に

至っている３社の新型コロナワクチンについての情報は別表のとおり。 

 なお、令和３年２月１４日付で、ファイザー株式会社のワクチン（コロナウイルス修飾

ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ-ＣｏＶ－２））が医薬品医療機器等法の特例承認を受

けて、供給が始まっている。 

 ファイザー社 アストラゼネカ社 武田／モデルナ 

規模 １．２億回分 

（６千万人×２回接

種） 

１．２億回分 

（２回接種が想定されて

おり、その場合６千万人

分に相当） 

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 －９０℃～－６０℃ ２～８℃ －２０℃±５℃ 

１バイアルの単位 一般的な針シリンジを

用いると 

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 １９５バイアル 

（一般的なシリンジを

１０バイアル 

（１００回接種分） 

１０バイアル 

（１００回接種分） 
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用いると９７５回接種

分。特殊な針・シリンジ

を用いると１，１７０

回分） 

２バイアル 

（２０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） 

（室温で解凍後、接種前

に生理食塩水で希釈） 

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 

備 考 ・医療機関では、ドライ

アイス又は超低温冷凍

庫で保管 

※医療機関でのドライ

アイス保管は１０日程

度が限度→１０日で９

７５回の接種が必要 

※最大５日間追加での

冷蔵保管可（２℃～

８℃） 

－２５℃～―１５℃に

移し、－２５℃～―１

５℃で最長１４日間保

存することができる。 

なお、１回に限り、再度

－９０℃～－６０℃に

戻し保存することがで

きる。いずれの場合も有

効期間内に使用するこ

と。 

 ・医療機関では、冷凍庫

で保管 

（－２０℃±５℃） 

 

１２．新型コロナワクチン等の割り当て 

   新型コロナワクチンの供給・調整等の一元的な情報管理を通じて予防接種の効率的、

かつ着実な実行を支援するため、国は、自治体・医療機関、卸等の関係者間でワクチン

配分等の情報伝達を行うための手段として、ワクチン接種円滑化システム（以下「Ｖ－

ＳＹＳ」という。）を構築し、令和３年２月１５日から稼働している。 
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Ｖ－ＳＹＳでは、保健医療機関コードにかわるコード設定が必要なため、保健医療

機関コード等がない接種会場については、後日、県を通じて同類似コードの附番の申

請を行う。保健医療機関コードの類似コードが附番された後に速やかにワクチン接種

契約受付システムに登録後、集合契約の委任状を作成し県へ提出する。 

県は、本市の提出した委任状を受領確認のうえ、保管することとなる。 

また、他市町村に住民票のある者への接種を行う可能性があることから、委任状を

提出した日の翌月２０日までに、県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会とい

う。）に本市の口座番号を提供するため、「新型コロナワクチン接種に係る費用に請求

及び受領に関する届」を提出する。 

本市は、５－３－アの①②の集団接種会場について、県を通じて、保健医療機関コ

ードの類似コード附番に関する届け出を速やかに提出する。同類似コードが附番され

た際には速やかにワクチン接種契約受付システムに登録後、委任状を県へ提出し、口

座番号の届を国保連合会宛提出する。 

これ以降、本市は、Ｖ－ＳＹＳを通じて、国から都道府県をとおして割り当てられ

たワクチンの量の範囲内で、各接種会場等の接種可能量等に応じてワクチンを割り当

てる。本市の基本型接種施設は、国から示される新型コロナワクチンの配送クールに

基づき、配送希望量をＶ－ＳＹＳにて入力することとなり、国から県を通じて本市に

新型コロナワクチンの配分がされた後に、速やかに期限までにワクチンを本市内各基

本型施設に割当てることとなる。５－３－アの③ヴォーリズ記念病院は個別接種会場

で、その形態は基本型接種施設であることから、本市と連携しつつ新型コロナワクチ

ンが円滑に配送できるよう努める。 

 

１３．新型コロナワクチンの冷凍移送と保管の取扱い 

  超低温冷凍庫（ディープフリーザー）等において保存されているワクチンを連携型接種

施設及びサテライト型接種施設へ移送する場合は、以下の要件に留意し、慎重に移送する。 

移送条件等 移送後の保管等の条件 

保冷バッグを用い２℃～８℃の冷蔵で移送 

・移送時間は３時間以内とすること。 

・移送中に保冷バックの開閉を行う場合に

は、１回の開閉作業を２分以内に完了し、

次の開閉までは３０分以上の間隔を開

け、１回の移送で途中の開閉は６回まで

とする。また、途中で開閉を行う場合は、

特殊な事情がある場合でも、６時間を超

えて移送することはできない。 

・移送中に揺らさないこと。 

・冷蔵庫で２℃～８℃で保管すること。 

ディープフリーザーから出した時点から５

日以内に接種を完了させること。 

※冷凍で移送された場合も、冷蔵で移送さ

れた場合と保管方法や保管できる期間は同

じ。 
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冷凍庫を用いて－６０℃～－１０℃で移送 

・ワクチンの解凍後の再凍結は厳禁である

こと。 

・ディープフリーザーから取り出した後

は、速やかに移送用の冷凍庫に移すこと。 

一度解凍したワクチンは冷凍で移送して

はならないこと。 

・移送時間は３時間を超えることも可能だ

が、離島など特殊な事情がある場合を除

き当日中とすること。 

・－６０℃～－１５℃の移送後の保管につ

いては、２℃～８℃の環境で保管する場合

は５日間保管することができる。また、－

６０℃～－１５℃の環境で保管する場合は

１４日間保管することができ、１回に限り

再度－９０℃～－６０℃の環境に戻して、

製剤の有効期限まで保管することができ

る。 

・－１５℃～－１０℃での移送後の保管に

ついては２℃～８℃の環境又は－１５℃～

－１０℃の環境で５日間保管することがで

きるが、再凍結を防ぐために－１０℃～

２℃での保管をすることはできない。 

 

 

１４．超低温冷凍庫（ディープフリーザー）の管理 

（１）超低温冷凍庫（ディープフリーザー）について 

新型コロナワクチンによっては、その特殊性に鑑み特別な管理が必要なものがある

ことから、ワクチンの受け入れ、保管・移送方法については、その種類や特殊性を把握

の上、必要な要件を具備し厳格な運用・管理を行う。 

   当面、供給されるファイザー株式会社製のワクチンについては、超低温冷凍庫（ディ

ープフリーザー）により－９０℃～－６０℃による保管が求められており、その管理や

取扱いについては十分に留意する必要がある。 

   本市においては、集団接種会場となる近江八幡休日急患診療所及びあづちマリエー

トに国が一括購入の上、供給される日本フリーザー社製の超低温冷凍庫（ディープフリ

ーザー）をそれぞれ設置し、ファイザー株式会社製のワクチンの保管を行う。 

その他のワクチンについても－２０℃±５℃の保管（モデルナ社製ワクチン）、２℃

から８℃の保管（アストラゼネカ製ワクチン）が求められることなどワクチンの種類ご

との運用・管理について注意が必要となる。 

（２）超低温冷凍庫（ディープフリーザー）の設置と運用 

ア 設置場所 

 本市においては、国が一括購入の上、全国各市町村に供給する超低温冷凍庫（ディ

ープフリーザー）を集団接種会場となる２会場に下記のとおり設置する。 

・近江八幡休日急患診療所内処置室 

・あづちマリエート内放送室 

 イ 設置時期 
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   ・近江八幡休日急患診療所は、令和３年２月８日に設置済み 

   ・あづちマリエートは令和３年４月１９日に設置予定 

 ウ 超低温冷凍庫（ディープフリーザー）の形式 

   日本フリーザー㈱製マイバイオ（形式：ＣＶＦ－７８ＨＣ） 

単相１００Ｖ ２５０Ｗ／２６０Ｗ 

エ 稼働及び運用方法 

あらかじめ、付属の温度ロガー㈱藤田電機製作所（ＫＴ－１５５Ｆ/ＥＸ）をフリー

ザー内部に設置する。対策室設置のパソコンに温度ロガーのソフトウェアをダウンロ

ードし、カードリードライタも使用できるようにする。 

下記のとおり適正に運用を行う。 

① 設置場所の確認。水平な場所、背面１５㎝、側面１０㎝ 

② 分岐ソケットや延長コードを使用しない。専用回路を使用する。 

③ 外蓋を開錠し、内蓋の確認と内部が空であることを確認し、再度内蓋セットし、

外蓋を閉める。 

④ 非常用コンセントに電源コードを接続 

⑤ 右下のコンソール画面にＯＦＦが表示されたことを確認し、運転スイッチを押す。 

⑥ コンソールにＨＡ（ハイアラーム）と現在の庫内温度が交互に表示されて運転が

開始される。 

⑦ 温度警報ブザーがなるため電源、▲▼、ＳＥＴボタンのいずれかを押してブザー

を停止する。 

⑧ バッテリースイッチをＯＮにする。 

停電時における警報用バッテリーを充電させるためのスイッチ 

⑨ 庫内温度が設定温度－７０℃に到達するまでは約２時間ほど（説明書による目安

時間） 

機器の当初設定は－７０℃、ファイザー製のワクチンは－９０℃～－６０℃の

範囲で管理することとされており、設定温度での使用とする。 

実際の運用は、上記運用により設定温度に達していることを確認後、ファイザ

ー社の新型コロナワクチンのバイアル箱を保管し、その際には鍵を施錠する。 

⑩ その他、あづちマリエートにおける超低温冷凍庫（ディープフリーザー）につい

ては、無停電電源装置を設置し、非常電源の確保をする。 

 

１５．新型コロナワクチンの接種記録の管理 

（１）接種に係る情報管理 

市町村長は、新型コロナウイルスワクチンの接種の対象者について、あらかじめ住

民基本台帳その他の法令に基づく適法な居住の事実を証する資料等に基づき、予防

接種台帳を作成し、予防接種法施行令第６条の２や文書管理規定等に従い、少なくと
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も５年間は適正に管理・保存することとされている。 

本市においては、市民新型コロナワクチン接種状況を基幹系システムの予防接種

台帳システム（以下「健康かるて」という。）により管理する。 

（２）ワクチン接種記録システム 

国において新型コロナワクチン感染症に係る予防接種については、国民に２回の

接種を確実に実施することや接種証明の発行を想定し、接種後、迅速な記録等の管理

が求められることから、ワクチン接種記録システム（以下「ＶＲＳ」という。）の導

入が検討されており、令和３年３月中に順次タブレット端末等が接種会場ごとに配

布されることとされている。 

このタブレット端末等で接種会場にて接種者の情報を読み取り、ＶＲＳに登録す

る。 

ＶＲＳにおける記録は、予防接種台帳の記録とみなすこととされており、導入後は

円滑に運用を行う。 

 

１６．健康被害救済の申請受付、給付等 

   新型コロナワクチン接種を受けた方に接種を受けたことによると考えられる健康被

害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済給付の申請を受け付け、調査委員会

等を設け、必要な調査等を行い、その健康被害が接種を受けたことによるものであると

厚生労働大臣が認定したときは、救済給付を行う。 

   なお、この調査委員会の設置運営については、県が主体的に対応をしてもらいたいと

考えており、県に対して、市長申し出をすることとしている。 

 

１７.新型コロナワクチン予防接種費用について 

   本予防接種は、予防接種法第２８条の規定による実費の徴収対象外となっているこ

とから接種に要する費用は被接種者又はその保護者からは徴収しない。 


