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第１ 接種の目的 

新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として

新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図ることを目的に、新型コロナウイルスワクチンの接種を行

う。 

 

第２ 計画の位置づけ 

新型コロナウイルスワクチンの接種については、予防接種法に基づき、国の指示のもと、県の協力を

得ながら、市が予防接種を実施するものであり、市民には接種を受ける努力義務が適用されている。 

国は、「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」において、「接種を円滑

に行うために市町村は実施計画等の作成をすることが考えられる」としていることから、山形市として、

市民が安全・安心に接種できる体制構築のため、「山形市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画」

を策定するものである。 

 

第３ 接種対象者の概数及び接種順位 

（住民基本台帳 令和３年１月１日現在 国通知「(参考)接種順位の検討状況について」による試算） 

（医療従事者については、令和３年３月５日現在の人数） 

（高齢者については、令和３年２月１８日現在の住民基本台帳登録者数：接種券データ件数） 

 

 （1）山形市に住民票のある方 

原則として山形市の接種対象者となり、国が示す、以下の接種順位により接種とする。   

 

接種
順位

対象者 概数 備考

1  ア．医療従事者 １４,１３３人

７５,９５０人

うち ウ.高齢者施設入所者

４,９７２人

 エ.基礎疾患を有する者 １５,３５３人 20～64歳　

 オ.高齢者施設等の従事者 ３,６５６人

4  カ.ア～オ以外の者 １０２,９７１人 16歳以上

合　計 ２１２,０６３人

2  イ．高齢者
令和3年度中に65歳に達する

昭和32年4月1日以前に生まれた方
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※エ．基礎疾患を有する者 

令和３年度中に６５歳に達しない者であって、以下の病気や状態で、通院・入院している方、または基

準（BMI３０以上）を満たす肥満の方 

 ・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 
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 ・慢性の肝臓病（肝硬変等） 

 ・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、鉄欠乏性貧血を除く。） 

 ・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） 

 ・染色隊異常 

 ・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態） 

 ・睡眠時無呼吸症候群 

 

※オ．高齢者施設等の従事者 

高齢者が入所・居住する社会福祉施設等（介護保険施設、居住系介護サービス、高齢者が入所・居

住する障害者施設等）において、利用者に直接接する職員とする。 

居宅サービス事業所等の従事者は含めないが、ワクチンの供給量や感染状況などに応じて、取り扱

いを検討する。 

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

設内の集団発生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う場合、接種順位の

特例として、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もできる。 

なお、集団感染発生防止の観点から、利用者に頻繁に接する機会のある職員を優先する事とし、施 

設において、リストを作成する。 

 

（2）山形市に住民票のない方 

原則、住民票所在地の市町村において接種対象者となるが、以下の場合には、例外的に山形市で

ワクチン接種を受けることができる。 

 ・出産のために里帰りしている妊産婦 

 ・単身赴任者 

 ・遠隔地へ下宿している学生 

 ・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 

 ・入院・入所者 

 ・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合 

 ・災害による被害にあった者 

 ・拘留又は留置されている者、受刑者 

 ・その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者 

 

第４ 接種の実施期間 

令和３年２月１７日から令和４年２月２８日まで 
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第５ 接種を受けられる場所 

接種対象者のうち、高齢者（６５歳以上）及び基礎疾患を有する者については、かかりつけ医を持つ

者が多く、健康面を理解している医師により安心・安全に接種できるよう、かかりつけ医を基本とした医

療機関（高齢者施設入所者は施設でも可）での接種とする。 

それ以外の者については、かかりつけ医を持たない場合も多く考えられるが、医療機関での接種を

促すとともに、接種者の利便性及び接種期間の短縮を考え、市及び医療機関等が設置する接種会場

での接種も行う。 

 

接種施設の類型 

A 基本型接種施設 

    自施設職員・地域の医療従事者の接種を行う他、最大 5,000 人分のワクチンの配送を受けて、サテ

ライト型接種施設等に分配する。超低温冷凍庫を設置する病院及び山形市保健所 

B サテライト型接種施設 

    基本型接種施設等より冷蔵でワクチン配分を受け接種を行う市内医療機関（開業医）や、介護医療

院、介護老人保健施設   

 

かかりつけ医 

日本医師会では「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門 

医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」 

と定義している。 

 

第６ ワクチンの種類 

  

種類 ファイザー社 アストラゼネカ社 武田／モデルナ社

規模
(国)

1.44億回分
（7千2百万人×2回）

1.2億回分
（6千万人×2回）

5千万回分
（2千5百万人×2回）

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バイアルの単位 5回分/バイアル 10回分/バイアル 10回分/バイアル

バイアル開封後の
保存条件

（室温で融解後、接種前
に生理食塩液で希釈）希
釈後、室温で6時間保存
可能

(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 令和３年２月１４日承認 申請中 申請中

備考 医療機関では超低温冷
凍庫又はドライアイスで保
管
※ドライアイスでの保管は
10日程度が限度
※最大5日間追加での冷
蔵保管可
(2～8度)

医療機関では、冷凍庫で
保管(－20℃±５℃)
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第７ ワクチンの分配 

市が基本型接種施設として、山形市保健所に「山形市新型コロナワクチン・コントロールセンター」を

設置し、サテライト型接種施設の各医療機関にワクチンを小分けして配送する事とする。 

(1) 開設日  

令和３年３月２２日（月） 

(2) 作業内容 

※ファイザー社のワクチンの場合 

  ①ワクチンメーカー国内倉庫からのワクチン受け取り（冷凍での配送） 

 ②ディープフリーザーでのワクチン管理 

 ③V－SYS（ワクチン接種円滑化システム）にてワクチンの在庫量等の把握 

 ④接種医療機関への分配（冷凍状態を確保しながら、接種医療機関へ配送） 

  

※コントロールセンターと接種医療機関は、V－SYS（ワクチン接種円滑化システム）にてワクチン
の在庫量等に関する情報を共有する。

ワクチンメーカーの国内倉庫

ファイザー社のワクチンを冷凍で配送

山形市新型コロナワクチン・コントロールセンター

　  　　（山形市保健所:基本型接種施設）

ディープフリーザー

設置病院

(基本型接種施設)

ファイザー社のワクチン

を冷凍状態で配送

接種医療機関 関係高齢者施設等

※基本型接種施設となる病院にはワクチンメーカーの国内倉庫から直接配送

 

 

第８ ワクチンの供給量 

   ４月５日の週に１箱（９７５回分）供給される。４月２６日の週に１箱（９７５回分）供給の予定。 

   ５月以降の供給量は未定である。 

 

第９ 接種開始時期 

    高齢者への接種は、４月１２日以降に開始とする。４月中は国からのワクチン供給量が少量であり、集

団感染発生防止の観点から、高齢者入所施設等でサテライト型接種施設となっている施設から開始す

ることとする。 

なお、ワクチン供給の安定が見込まれる時期から予約を開始し、接種医療機関での接種を開始する。 

 

第１０ 想定接種率   

新型コロナウイルス感染症の事態が正常に戻るには、ワクチンの接種率が７０％から８５％になる必要

があるといわれていることから、山形市としては想定接種率を７５％以上と見込む。 
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第１１ 接種体制 

ア．医療従事者 

   山形県が接種体制の調整を担当する（３月５日から接種開始） 

 

イ．高齢者（６５歳以上：高齢者施設入所者を除く） 

 (1) 必要接種回数  ５３,３００人×２回接種＝延べ接種回数１０６,６００回 

 (2) 接種期間     １２週 

 (3) １週間あたりの接種必要回数   １０６,６００回÷１２週＝８,９００回/週 

  

接種者数 ５３,３００人（接種対象者　７０,９７８人の７５％）

接種機関 医療機関

１医療機関の１日接種人数
（平均目標）

１５人（３バイアル×５回分）

医療機関での
１週間あたりの接種日数

５日

接種医療機関
１３７ヶ所（令和３年２月調査時点）

（段階的に接種開始）

 

     

【高齢者接種期間のイメージ】 ※ファイザー社のワクチンについては、21 日間隔で２回接種 

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

ファイザー社
接種間隔21日

次順位以降
接種継続

１回目

２回目

１回目 １回目

２回目 ２回目

 

  

接種医療機関　　１００ヶ所 接種医療機関　　１３７ヶ所

接種人数　　　１,５００人/日 接種人数　　　２,０５５人/日

※上記条件で実施の場合
１～３週　　７,５００回/週×３週＝２２,５００回
４～１２週　１０,２７５回/週×９週＝９２,４７５回
接種終了まで１２週を見込む

１～３週 ４週以降

（週５日実施した場合）
７,５００人／週

（週５日実施した場合）
１０,２７５人／週
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ウ．高齢者施設入所者（６５歳以上） 

 (1) 必要接種回数  ４,９７２人×２回接種＝延べ接種回数９,9４４回 

 (2) 接種期間     高齢者の接種期間内での接種を見込む 

    

前提条件

接種者数 ４,９７２人（接種対象者　４,９７２人の１００％）

接種機関 高齢者入所施設または接種医療機関

接種方法
施設接種医による施設内接種
外部接種医による施設内接種

外部医療機関の受診による接種
 

 

 エ．基礎疾患を有する者 

 (1) 必要接種回数  １１,６００人×２回接種＝延べ接種回数２３,２００回 

 (2) 接種期間     ４週（接種間隔期間を含むと５週間） 

 (3) １週間あたりの接種必要回数   ２３,２００回÷４週＝５,８００回/週 

   

前提条件

接種者数 １１,６００人（接種対象者　１５,３５３人の７５％）

接種機関 医療機関

１医療機関の１日接種人数
（平均目標）

１５人（３バイアル×５回分）

医療機関での
１週間あたりの接種日数

５日

接種医療機関 　１３７ヶ所（令和３年２月調査時点）
 

   

※上記条件で実施の場合
　１０,２７５人/週の接種が可能であるが、接種間隔を考慮し、接種終了まで５週を見込む

 

  

オ．高齢者施設等に従事する者 

(1) 必要接種回数  ３,６５６人×２回接種＝延べ接種回数７,３１２回 

(2) 接種期間     基礎疾患を有する者の接種期間内での接種を見込む 

   

接種者数 ３,６５６人（接種対象者　３,６５６人の１００％）

接種を受けられる場所 高齢者入所施設または接種医療機関

接種方法
入所者と同時期に行う場合は施設内接種

外部医療機関の受診による接種  

    ※特例として、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もできる。 
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カ．ア～オ以外の方 

 (1) 必要接種回数  ７７,３００人×２回接種＝延べ接種回数１５４,６００回 

 (2) 接種期間     １４週 

   (3) １週間あたりの接種必要回数   １５４,６００回÷１４週≒約１１,１００回/週 

   

前提条件

接種者数 ７７,３００人（接種対象者　１０２,９７１人の７５％）

接種機関 医療機関及び市で設置する接種会場

１医療機関の１日接種人数
（平均目標）

１５人（３バイアル×５回分）

医療機関での
１週間あたりの接種日数

５日

接種医療機関 １３７ヶ所（令和３年２月調査時点）
 

   

※上記条件で実施の場合
　１０,２７５人/週の接種が可能。

 

 

第１２ 市及び医療機関等が設置する接種会場 

平日に接種するのが難しい方も多いと想定されるため、基礎疾患を有する者の１回目接種期間終了 

時期を目途に、土曜日及び日曜日に市及び医療機関等が設置する接種会場を設ける。 

設置する接種会場は、接種者が安心・安全な接種を行える事を考慮し、山形市保健所等とする。 

  

会場設置数 ３ヶ所

設置会場での
１週間あたりの接種日数

２日（土・日を想定）

接種時間 【午前の部】９：００～１２：３０　　【午後の部】１３：３０～１７：００

人員体制
（１会場）

医師　３名　看護師　７名　事務職　８名
（計　１８名）

接種体制
（１会場）

接種レーンを３レーンとし、接種に要する時間を１人当たり３
分と想定。
　３レーン×２０人/時間×７時間＝４２０人/日

設置会場(１ヶ所)の
１日接種人数（目標）

４２０人（８４バイアル×５回分）

 

  

※上記条件で実施の場合
　２,５２０人/週の接種が可能。
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会場のイメージ図

入場 〇会場外案内　入口（事務１人）

① 受付（事務２人）

〇 〇 案内（事務１人）

〇

ライン１ ライン２ ライン３

② 予診問診（医師１人） 予診問診（医師１人） 予診問診（医師１人）

● ● ●

会場責任者（事務1人）

〇

　③ 接種（看護師１人） 接種（看護師１人） 接種（看護師１人）

▲ ▲ ▲

薬液補助（看護師１人） 薬液補助（看護師１人） 薬液補助（看護師１人）

▲ ▲ ▲

④ 接種済証（事務1人）

全体補助・経過観察対応（看護師１人） 〇

▲

案内（事務１人）

〇

退場

〇会場外案内　出口（事務１人）

⑤経過観察

【接種の流れ】

① 事務職員による受付（本人確認、予診票の確認、記入）

② 医師による予診・問診

③ 看護師による接種

④ 事務職員による接種済証明書の発行

⑤ 経過観察

〇 事務

● 医師

▲ 看護師
 ８ ８ 



 

第１３ 接種期間の想定 

・高齢者については、１２週を要する。 

（４月中は、ワクチン供給量が少量のため高齢者施設入所者の接種のみ） 

・基礎疾患を有する者及び高齢者施設従事者には、５週を要する。 

・それ以外の方については１４週を要する。 

【接種期間全体イメージ】 

（十分な量のワクチンが、５月から供給される場合） 

※オ.高齢者施設等従事者含

※オ.高齢者施設等従事者含

1ｗ 2ｗ 3ｗ 4ｗ 5ｗ 6ｗ 7ｗ 8ｗ 20ｗ9ｗ 10ｗ 11ｗ 12ｗ 13ｗ 24ｗ 25ｗ14ｗ 15ｗ 16ｗ 17ｗ 18ｗ

※国からのワクチンの供給状況により変更あり

26ｗ19ｗ

※ア.医療従事者は、県で調整

※ファイザー社のワクチンについては、21日間隔で２回接種

※アストラゼネカ社、モデルナ社のワクチンについては、28日間隔で2回接種（薬事承認前）

1回目

２回目

27ｗ

5月 6月 7月 8月 9月 10月

21ｗ 22ｗ 23ｗ

イ．高齢者 1回目

(ウ．高齢者施設入所者含)

エ.基礎

疾患

ア～オ以外の方 1回目

ア～オ以外の方 ２回目

エ.基礎

疾患

イ．高齢者 ２回目

(ウ．高齢者施設入所者含)

 

 

第１４ 接種券の送付 

 接種券については、住民基本台帳に記載されている者のうち、接種対象者個人ごとに送付する。 

  

発送区分 印刷 発送
データ抽出

基準日

６５歳以上
（昭和32年4月1日以前生まれ)

令和3年3月19日まで 3月25日から 令和3年1月1日

それ以外の者 令和3年5月31日まで 6月中に発送予定 令和3年4月1日

 

【送付物】 

①接種券 ②接種のお知らせ ③予診票 ④接種の説明書 

   ※③、④については、接種ワクチンの種類によって内容変更や同封しない場合あり 

９ 



 

第１５ 山形市新型コロナワクチン・コールセンターの設置 

市民からのワクチン接種に係る相談、問い合わせ、接種予約をフリーダイヤルにて受付を行う「山形

市新型コロナワクチン・コールセンター」を設置する。併せて、ワクチン接種の予約等を管理できる

WEB システムを導入する。 

(1) 開設時期     

令和３年３月１５日（月） 

(2) コールセンター番号 

フリーダイヤル ０１２０－５６７－３２８ 

FAX       ０２３－６１５－８５６７ 

(3) 開設時間 

全日 ９：００～１８：００（土日祝日含む） 

(4) 回線数 

 電話 ２０回線 FAX １回線 

(5) コールセンター業務概要 

①ワクチン接種に係る問い合わせ対応 

②ワクチン接種の予約受付対応 

③ワクチン接種に係る相談、意見、苦情等への対応  

(6) WEB システム概要 

①予約枠設定機能（予約可能日時、予約可能人数等） 

②予約受付機能 

③実績管理機能（接種済、問診のみ、来院なし等） 

④各種照会機能（予約者リスト、接種状況等） 

⑤運用支援機能（リマインド機能、チャットボット等） 

 

第１６ 接種予約方法 

接種の予約については、コールセンターへの電話、WEB、LINE による予約、医療機関へ直接、電

話による方法とする。 
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第１７ 安全性の確保 

(1) 副反応報告 

接種後１５分以上（過去にアナフィラキシーを含む、重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、

採血等で気分が悪くなったり、失神等を起こしたことがある方は、３０分ほど）の経過観察時間を設ける

ほか、帰宅後に体調変化があった場合には、接種医または、山形県が設置する相談窓口にて相談を

受ける。 

また、症状を確認した医師または医療機関は、(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。 

 

(2) 予防接種法に基づく健康被害救済 

万が一、接種による副反応により健康被害（入院が必要な程度の疾病や障害）が生じた際は、予防

接種法に基づく予防接種健康被害救済制度により対応する。 

被接種者から救済給付の請求があった場合は、山形市予防接種健康被害調査委員会において請

求された事例について医学的な見地から調査を実施し、県を通じ国へ進達する。その後、国の疾病・

障害認定審査会において、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因（予

防接種をする前あるいは後にかかった感染症あるいは別の疾病による原因等）によるものなのかを、

審議する。 

審議の結果、予防接種によるものと認定された場合は、医療費等が給付される。 
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