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第1章第2 接種の実施期間
接種の実施期間を延長

第1章第3 ワクチンの種類
ファイザー社ワクチンの１バイアル当たりの接種回数を更新
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第１章 総 則



第１ 計画策定の目的

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。

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を構築する

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。

なお、国の方針変更等により、速やかに本計画の内容を見直し、対応する必要があ

る場合は、本計画の変更を待つことなく対応するものとする。
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第２ 接種の実施期間

令和3年2月17日から令和4年9月30日まで

※ 令和3年12月1日、「令和4年2月28日まで」から「令和4年9月30日まで」に延長
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第３ ワクチンの種類

種類 ファイザー社
小児（5歳～11歳）用

ファイザー社
武田／モデルナ社 アストラゼネカ社

ワクチンの
種類

mRNA mRNA mRNA ウイルスベクター

対象年齢
12歳以上

※令和3年5月31日ま
では16歳以上

5歳から11歳まで
12歳以上

※令和3年8月2日
までは18歳以上

原則40歳以上
※薬事承認上は

18歳以上

接種回数
(標準的
接種間隔)

2回(21日間隔) 2回 2回(28日間隔)
2回

(4週～12週間隔)

保管温度 －75℃±15℃ －75℃±15℃ －20℃±5℃ 2～8℃

有効期限 9か月 6か月 9か月 6か月

１バイアルの
単位

6(5)回分/バイアル 10回分/バイアル 10回分/バイアル 10回分/バイアル

薬事承認 令和3年2月14日 申請中 令和3年5月21日 令和3年5月21日

(1) 1・2回目接種

※ 小児（5歳～11歳）用ファイザー社ワクチンは薬事承認前であるため、全て予定の情報。
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第３ ワクチンの種類

種類 ファイザー社 武田／モデルナ社

ワクチンの
種類

mRNA mRNA

対象年齢 18歳以上 ー

標準的接種間隔
2回目接種の完了から

原則8か月以上
2回目接種の完了から

原則8か月以上

保管温度 －75℃±15℃ －20℃±5℃

有効期限 9か月 9か月

１バイアルの
単位

6(5)回分/バイアル 15回分/バイアル

薬事承認 令和3年11月11日 申請中

(2) 3回目接種

令和3年11月15日に開催された国のワクチン分科会において、3回目接種に使用するワクチンは、

1・2回目接種でのワクチンの種類にかかわらず、mRNAワクチンを用いることが適当であるとされた。

※ 武田／モデルナ社ワクチンは薬事承認前であるため、全て予定の情報。



(1) ワクチン接種記録システム（ VRS ）

ワクチン接種記録システム（以下「 VRS 」という。）は、個人の接種記録を管理するとともに、当該情報を

国や県などと共有し、ワクチン接種の円滑化を図ることができるシステムである。
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第４ 接種実績の把握

(2) VRS の入力

VRSへの接種記録の登録は、国から配布されるタブレット端末を用いて、接種会場で予診票を読み取ることが

基本とされているが、山形市では、接種実施医療機関における負担軽減を図るとともに、接種実施医療機関と連

携して予診票の読み取りを迅速に行うため、予診票を接種実施医療機関から毎日回収し、市がタブレット端末で

予診票を読み取り、VRSに接種記録を登録する。

VRS
【被接種者情報】
・氏名
・生年月日
・マイナンバー 等

【接種記録情報】
・接種日
・接種回数
・ワクチンメーカー 等

【統計情報】
・接種状況

【山形市】

② 市が被接種者情報を登録

【医療機関】

① 接種実施医療機関が
接種・予診票作成 ③ 接種記録の統計情報を確認

【統計情報】

年齢・期間・地域
別等の接種状況

予診票を
毎日回収



(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

者や、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者は、30分以上）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、かかりつけ医又は山形県が設

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又は医療機関は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）

に対し「副反応疑い報告書」により速やかに報告し、当該情報を国と共有する。

5

第５ 安全性の確保

(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（通院・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、県を通じて国へ進達する。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（予防接種をする前又は後にかかった感染症若しく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。



第２章 １・２回目接種

（初回接種）
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第１ 接種対象者と接種順位

⚫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

⚫勾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

(1) 接種対象者の範囲

以下に掲げる者で、接種を受ける日において12歳以上の者を接種対象者とする。

※令和3年6月1日、対象年齢が16歳以上の者から12歳以上の者に引き下げ

① 接種を受ける日において、山形市の住民基本台帳に登録されている者

② 接種を受ける日において、山形市の住民基本台帳に登録されていない者で、

やむを得ない事情により住民票所在地での接種が困難であると市長が認める者

やむを得ない事情により住民票所在地での接種が困難である者の例



(2) 接種順位及び接種対象者の概数

ワクチンの供給量に限りがあることから、以下の接種順位により接種を実施する。

なお、太枠は、山形市が独自に設定する接種順位。

7

接種
順位

対象者 概数 算定根拠

1 ア 医療従事者等 14,133人 令和3年3月5日時点の人数

2
イ 高齢者
（65歳以上の者)

75,950人

令和3年2月18日時点の
住民基本台帳登録者数うち高齢者施設の入所者

4,972人

3

ウ 基礎疾患を有する者 20,408人 総人口の8.2％(20～64歳の場合）（※1）

エ 高齢者施設等の従事者

7,456人
総人口の1.6％（※1） +

居宅サービス事業所等の従事者（※2）

オ 60歳～64歳の者（※2） 10,373人
令和3年2月18日時点の
住民基本台帳登録者数

カ 優先職種に従事する者（※2） 35,440人 各種統計等から算定

4
キ ア～カ以外の者
（12歳以上の者）

58,281人
総人口からア～カの者の
概数の合計を除いた数

合 計 222,041人

第１ 接種対象者と接種順位

（年齢は令和3年度末時点の年齢）

※1 国通知「(参考)接種順位の検討状況について」による試算

※2 令和3年6月11日に追加

（居宅サービス事業所等の
従事者を含む。（※2））



ア 医療従事者等

以下の新型コロナウイルス感染症患者（その疑いのある者を含む。以下同じ。）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。）

・病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある医師その他の職員

・医療機関の委託業者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接するもの

・医学部生等で、医療機関にて実習を行う者

・訪問看護ステーション、助産所、介護療養型医療施設の従事者

・医療機関と同一の敷地に所在する介護医療院、介護老人保健施設

・薬局における薬剤師で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接するもの

・新型コロナウイルス感染症患者を搬送に携わる救急隊員等

・自治体等の感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する業務に従事する者

・自治体の予防接種業務において、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する業務を行う者
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第１ 接種対象者と接種順位

イ 高齢者

令和3年度末時点の年齢が65歳以上である者



⚫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（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

障害が重複した状態）

⚫睡眠時無呼吸症候群

⚫重い精神疾患や知的障害

ウ 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・入院しているも

の又は基準（BMI30以上）を満たす肥満の者

9

第１ 接種対象者と接種順位
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第１ 接種対象者と接種順位

エ 高齢者施設等の従事者

高齢者が入所・居住する以下の社会福祉施設等において、利用者に直接接する職員

※ 集団感染のリスクを低減させるため、居宅サービス事業所等（訪問系サービス事業所

等を含む。）の従事者の接種順位を引き上げ、高齢者施設等の従事者の範囲に含める。

・介護保険施設

（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院）

・居住系介護サービス

（特定施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護）

・老人福祉法による施設

（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム）

・高齢者住まい法による住宅

（サービス付き高齢者向け住宅）

・生活保護法による保護施設

（救護施設、更生施設、宿所提供施設）

・障害者総合支援法による障害者支援施設等

（障害者支援施設、共同生活援助事業所、重度障害者等包括支援事業所、福祉ホーム）

・その他の社会福祉法等による施設

（社会福祉住居施設、生活困窮者・ホームレス自立支援センター、生活困窮者一時宿泊施設等）



カ 優先職種に従事する者（令和3年6月11日から追加）

集団感染のリスクや不特定多数の方との接触による感染リスクを有している以下の職種
の従事者

＜対象者＞

11

第１ 接種対象者と接種順位

学校の教職員
保育所・幼稚園・放課後児童クラブ等の職員
障がい福祉サービスを提供する事業所の従事者
飲食店・宿泊業の従業員

令和3年6月11日設定

バス・タクシー事業の従業員
トラック運送業の従業員
観光業の従業員
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復施術の従事者

令和3年6月16日追加

オ 60歳～64歳の者（令和3年6月11日から追加）

令和3年度末時点の年齢が60歳から64歳までの者
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第２ 想定接種率（必要接種回数）

(2) 必要接種回数

接種
順位

対象者 概数 必要接種回数

1 ア 医療従事者 14,133人 25,440回

2 イ 高齢者

75,950人

136,710回
うち高齢者施設の入所者

4,972人

3

ウ 基礎疾患を有する者 20,408人 36,736回

エ 高齢者施設等の従事者 7,456人 13,422回

オ 60歳～64歳 10,373人 18,672回

カ 優先職種に従事する者 35,440人 63,792回

4 キ ア～カ以外の者 58,281人 104,906回

合 計 222,041人 399,678回

想定接種率 ９０％ × 接種回数 ２回
いずれも小数点以下
切り上げ

(1) 想定接種率

接種対象者（12歳以上の者）の９０％

※ 計画策定当初の想定接種率は「75％以上」と設定していたが、高齢者に対する接種を通して、当初の

想定よりも積極的に接種を受けようとする傾向がみられたため、想定接種率を「90％」に引き上げる。
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第３ ワクチンの管理等

(2) ワクチンの供給

ワクチンについては、 2週間を基本単位とする「クール」ごとに供給量が決定され、

国が都道府県への供給量を調整した後、都道府県において市町村の供給量を調整する。

クールごとにワクチンの供給に関する国の考え方が示されるため、国の動向を注視す

るとともに、必要なワクチンを確保するための取組を実施する。

(1) 使用するワクチン

ファイザー社ワクチン

※ 国からのワクチンの供給状況に応じて、他のワクチンの使用も検討する。
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第３ ワクチンの管理等

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
イト型接種施設である接種実施医療機関（基本型接種施設及びサテライト型接種施設をいう。
以下同じ。）にワクチンを小分けして配送（図1）。
ワクチンの在庫量を一元的に管理し、効率的に活用するため、令和3年8月3日から基本型

接種施設を含む全ての接種実施医療機関にコントロールセンターからワクチンを配送（図2）。

① 開設日

令和3年3月22日（月）

② 業務概要

ア 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）

イ ディープフリーザーでのワクチン管理

ウ 山形市新型コロナワクチン予約システムを活用した予約件数の把握及びワクチン

の在庫管理

エ 予約件数、在庫数に応じてワクチンや接種に必要な備品などを接種実施医療機関

へ分配（冷凍状態を確保しながら、接種実施医療機関へ配送）

(3) ワクチンの管理・配送（山形市新型コロナワクチン・コントロールセンター）
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第３ ワクチンの管理等

※コントロールセンターとサテライト型接種施設は、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)

ファイザー社ワクチンを

冷凍状態で配送

サテライト型接種施設 関係高齢者施設等

※基本型接種施設には、ワクチンメーカーの国内倉庫から直接配送

山形市新型コロナワクチン・コントロールセンター体制

（令和3年3月22日から令和3年8月2日まで）

図1
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第３ ワクチンの管理等

山形市新型コロナワクチン・コントロールセンター体制（令和3年8月3日から）

ファイザー社ワクチンを

冷凍状態で配送

接種実施医療機関

（ディープフリーザー設置病院(基本型接種施設)、サテライト型接種施設）

※コントロールセンターは、ワクチンを一元的に管理し、山形市新型コロナワクチン予約

　システムにより、ワクチン接種の予約状況を確認した上で必要なワクチンを接種実施

　医療機関に配送する。

ワクチンメーカーの国内倉庫

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）

ファイザー社ワクチンを冷凍で配送

図2
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第４ 接種スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
12月
以降

高齢者施設
入所者

高齢者

基礎疾患

60歳～64歳

優先職種
従事者

上記以外の者
(17歳～59歳)

上記以外の者
(12歳～16歳)

（※）

（※）

（※）

（※）

（※）

（※）

※ 病気の治療等のために接種機会を得られなかった者や新たに12歳の誕生日を迎えた者等への接種機会を継続的に確保する。

4/12開始

5/26開始

8/3開始

6/21開始

6/15開始

7/27開始

8/10開始 （※）

(1) 対象別接種スケジュール
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第４ 接種スケジュール

送付区分 送付日 データ抽出基準日

65歳以上 令和3年3月25日 令和3年2月18日

60歳～64歳 令和3年6月18日 令和3年5月6日

30歳～59歳 令和3年7月6日 令和3年5月6日

17歳～29歳 令和3年7月9日 令和3年5月6日

12歳～16歳
令和3年8月5日から

8月以降に新たに12歳に到達する者は、
12歳の誕生月の翌月に送付

令和3年7月8日
8月以降に新たに12歳に
到達する者は、その都度

【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

12歳から16歳までの者については、本人と保護者がワクチン接種の安全性と有効性を正しく理解し、

よく話し合った上で安心して接種を受けていただけるようにするため、上記①～④に加え、山形市が

独自にチラシを作成し、同封。

(2) 接種券の送付



市民からのワクチン接種に関する相談、問い合わせ、接種予約をフリーダイヤルにて受け付け
るため、「山形市新型コロナワクチン・コールセンター」を設置する。
① 開設日

令和3年3月15日（月）

② 電話・FAX番号

フリーダイヤル 0120－567－328 FAX 023－615－8567

③ 受付時間

午前9時～午後6時（土・日・祝日を含む。）

④ 回線数

電話 20回線 FAX 1回線 （令和3年5月11日まで）

電話 32回線 FAX 1回線 （令和3年5月12日から）

電話 48回線 FAX 1回線 （令和3年5月26日から）

電話 64回線 FAX 1回線 （令和3年6月10日から）

※ 電話の回線数については、接種の実施状況等に応じて変更する。

⑤ 業務概要

ア ワクチン接種に関する問い合わせへの対応

イ ワクチン接種の予約受付

ウ ワクチン接種に関する相談、意見、苦情等への対応
19

第５ 接種予約及び相談の受付体制の整備

※ 予約受付を円滑に行うため
に、段階的に回線数を拡大

(1) 山形市新型コロナワクチン・コールセンター



(2) 山形市新型コロナワクチン予約システム
ワクチン接種の予約等を管理することができる「山形市新型コロナワクチン予約システム」を導入する。
若年層の予約の利便性を向上するため、通信アプリ「LINE」による予約受付が可能なシステムとする。
幅広い年代の者が予約をしやすいよう、次の３つの予約方法に対応できるシステムとする。

〇LINE ・Web 〇コールセンター 〇接種実施医療機関での受付

20

第５ 接種予約及び相談の受付体制の整備

① システム機能

ア 予約枠設定機能（予約可能日時、予約可能人数等）

イ 予約受付機能

ウ 実績管理機能（接種済、問診のみ、来院なし等）

エ 各種照会機能（予約者リスト、接種状況等）

オ 運用支援機能（リマインド機能、チャットボット等）

② システムフロー

予約枠の登録
接種情報の登録

予約者の確認

相談・予約登録

コールセンター

LINE・Webで予約

【被接種者】【接種実施医療機関】

リマインドメッセージ送信

【予約システム】

接種情報

予約情報
予約・接種情報の確認

【山形市】
医院受付



21

第５ 接種予約及び相談の受付体制の整備

(3) 高齢者に対する接種・予約支援

①コールセンターの体制強化等

高齢者については、LINE・Webでの予約に不安があり、コールセンターでの受付に集中することが見込まれ

ることから、回線数を増やすなど、コールセンターの受付体制を強化するとともに、予約受付対象者を年齢順で

限定し、１歳ずつ引き下げて受付することで、電話がつながりにくくなる状況を回避し、予約を受け付け易い体

制を整備する。

②公民館・コミュニティセンターでのLINE・Web予約支援

高齢者を対象として山形国際交流プラザで実施する大規模集団接種については、コールセンターに予約の電話

が集中することによる混乱を回避するため、予約受付方法をLINE・Webによるオンライン予約に限定し、公民

館及びコミュニティセンターにおいて、高齢者のオンライン予約に対する支援を行う。

【期間】令和3年6月10日（木）～25日（金）

【時間】午前9時～正午、午後1時～午後5時

【場所】公民館8館（中央、東部、西部、南部、北部、江南、霞城、元木）

コミュニティセンター20館（鈴川、千歳、飯塚、椹沢、出羽、金井、楯山、滝山、東沢、高瀬、

大郷、南沼原、明治、南山形、大曽根、山寺、蔵王、西山形、村木沢、本沢）
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第６ 対象別の接種方針と接種体制

(2) 高齢者施設等の入所者・従事者

・令和3年4月中はワクチンの供給量が少量であり、集団感染のリスクを低減させる観点から他の高齢者に先んじて接種を実施する。

・介護医療院や介護老人保健施設であって、接種体制の整っている施設から順次接種を開始する。

・その他の施設については、ワクチンの供給が安定した段階で、接種実施医療機関の巡回接種により接種を行う。

・施設内での集団感染防止の観点から、施設の入所者と同じタイミングで従事者への接種を実施できる場合には、従事者も接種の

対象とする。

接種方針

＜対象者＞

・高齢者施設等の入所者

・高齢者施設等の従事者

接種の概要

実施期間 4月12日の週から接種を開始

接種会場 高齢者入所施設等又は接種実施医療機関

接種方法
施設接種医、嘱託医等による施設内での接種
外部接種医による施設内での接種
外部医療機関での接種

接種対象者 4,972人（施設入所者） ＋ 7,456人（施設等の従事者）

想定接種能力 ワクチンの供給量に応じて、希望者全員が接種できる体制を整える。

(1) 医療従事者等

医療従事者等への接種については、山形県が実施する。（令和３年3月5日から接種開始）
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第６ 対象別の接種方針と接種体制
(3) 高齢者

・接種を希望する高齢者が令和3年7月末までに2回の接種を受けられるよう、山形市医師会等の関係機関と連携し、接種体制を整備

する。

・高齢者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全・安心に接種を受けられるよう、かかりつけの

医療機関での個別接種を基本とし、接種を希望する高齢者が可能な限り早く接種を受けられるよう、集団接種を並行して実施する。

・病気の治療等やむを得ない理由により令和3年7月末までに接種を受けられない高齢者については、コールセンターで個別に相談を

受け付け、接種機会を確保する。

接種方針

＜対象者＞

65歳以上の者

接種の概要

① 個別接種 第1期・第2期

個別接種 第1期 第2期

実施期間 5月26日～6月14日 6月15日～7月31日

接種会場 接種実施医療機関 154か所

予約開始日 5月12日 5月26日

予約方法 LINE・Web、コールセンター、医院受付 コールセンター、医院受付

想定接種能力
約9,000人/週

※接種実施医療機関に協力を要請し、更なる接種能力の向上に努める。
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第６ 対象別の接種方針と接種体制

②大規模集団接種

・令和3年7月末までに希望する高齢者が2回の接種を受けられるよう、山形大学医学部、山形県看護協会、山形市薬剤師会

と連携し、大規模集団接種を実施する。

・高齢者の接種促進に向けた周知や予約支援を行った上で、依然として予約枠の空きが発生する場合には、60歳から64歳まで

の者や接種優先度の高い職種に従事する者の接種機会として活用する。なお、基礎疾患を有する者については、かかりつけ

の医療機関での個別接種を基本とするため、原則として接種対象としない。

・新型コロナワクチン空き待ちバンクを創設し、高齢者や60歳から64歳までの者、接種優先度の高い職種に従事する者以外の

接種機会としても有効活用を図る。

・大規模集団接種については、身近なかかりつけの医療機関での接種と異なり、遠方での接種となることが想定されることか

ら、無料シャトルバスの運行や障がいがある者へのタクシー券の交付により、高齢者の接種会場への移動を支援する。

集団接種 １回目接種 ２回目接種

実施期間 ６月15日～6月28日 7月6日～7月19日

接種会場 山形国際交流プラザ

予約開始日 6月10日

予約方法 LINE・Webのみ

接種対象者

高齢者
60歳～64歳の者（6月11日から追加）
高齢者施設等の従事者（6月11日から追加）
優先職種に従事する者（6月11日から追加）
空き待ちバンク登録者（6月19日から追加）

想定接種能力
2,160人×14日間＝30,240人

（18人×15レーン×8時間＝2,160人/日）

３週間後の同じ曜日・同じ時間・同じ場所
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第６ 対象別の接種方針と接種体制

① 個別接種 第3期・第4期

個別接種 第3期 第4期

実施期間
1回目 8月3日～8月23日 9月14日～10月4日

2回目 8月24日～9月13日 10月5日～10月25日

予約開始日

60歳以上の者
7月20日

基礎疾患がある 17～59歳の者

基礎疾患がない 40歳～59歳の者 7月23日

基礎疾患がない 17歳～39歳の者 7月30日

予約方法 コールセンター、医院受付、LINE・Web

想定接種能力 約18,000人 約18,000人

(4) 17歳から64歳までの者

・令和3年11月末までに希望する者が2回の接種を受けられるよう、山形市医師会等の関係機関と連携し、接種体制を
整備する。

・基礎疾患を有する者については、高齢者と同様、かかりつけの医療機関での個別接種を基本とする。
・64歳以下の者については、かかりつけの医療機関を持たない者の割合が大きいと見込まれるとともに、より早期の
接種を実現するため、集団接種を並行して実施する。

・国からのワクチン供給に限りがあることから、ワクチンの供給量に応じた予約枠を順次設定し、接種を進める。

接種方針

・全ての接種実施医療機関ごとにワクチンの配分数の上限を設定することで、ワクチンの供給量に応じて接種回数を
コントロールする。

・2回目接種を1回目接種の3週間後の同じ曜日、同じ時間、同一医療機関とすることで、2回目の接種機会を確保し、
市民の安心につなげるとともに、総接種回数を見える化し、使用ワクチン数を正確に管理する。

接種の概要
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第６ 対象別の接種方針と接種体制

② 集団接種

集団接種 第1ターン 第2ターン

実施期間
1回目 7月27日～8月16日 9月14日～10月4日

2回目 8月17日～9月6日 10月5日～10月25日

接種会場 市保健所・霞城公民館・東部公民館 市保健所

予約開始日 個別接種第3・4期に同じ 7月20日

予約方法 LINE・Webのみ

想定接種能力
5,940人×3会場=17,820人

月～金 30人×3レーン×2時間＝180人/日
土・日 30人×3レーン×6時間＝540人/日

4,320人
月～金 30人×3レーン×2時間＝180人/日
土・日 30人×3レーン×3時間＝270人/日

・ワクチンの供給量を踏まえ、個別接種を補完する規模で集団接種を実施する。
・可能な限り最大規模で実施し、接種の加速化を図るとともに、若年層が接種を受けやすい月曜日から金曜日までの夜間及び
土曜日・日曜日に実施する。

集団接種 第3ターン

実施期間
1回目 10月26日～11月8日

2回目 11月16日～11月29日

接種会場 市保健所・霞城公民館

予約開始日 10月16日

予約方法 LINE・Webのみ

想定接種能力
2,880人×2会場=5,760人

月～金 30人×3レーン×2時間＝180人/日
土・日 30人×3レーン×3時間＝270人/日



(5) 12歳から16歳までの者
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第６ 対象別の接種方針と接種体制

・ファイザー社ワクチンの接種対象年齢が、令和3年6月1日に16歳以上から12歳以上に引き下げられたこと等を踏まえ、12歳か

ら16歳までの者への接種体制を整備する。

・子どもの定期接種を実施する医療機関（小児科医等）から協力を受け、個別接種を基本として実施するとともに、接種を希望

する者が可能な限り早く接種を受けられるよう、集団接種を並行して実施する。

・集団接種では、小児科医が予診・接種・急性反応（接種直後に起こる反応）への対応を行う。

・12歳から16歳までの者の接種に関する山形市独自の資料を作成するなど、本人と保護者がワクチンの安全性と有効性を正しく

理解した上で実施するか否かの判断ができるような環境整備を図る。

接種方針

＜対象者＞

12歳～16歳の者

個別接種 １回目接種 ２回目接種

実施期間
8月10日～8月23日
9月14日～10月4日

8月24日～9月13日
10月5日～10月25日

接種会場
子どもの定期接種を実施する医療機関（小児科、内科、耳鼻咽喉科等）

41か所

予約開始日 8月10日

予約方法 LINE・Web、コールセンター、医院受付

想定接種能力 約2,500人

３週間後の同じ曜日・同じ時間・同じ場所

接種の概要

① 個別接種



集団接種 １回目接種 ２回目接種

実
施
期
間

ア 8月18日・8月19日・8月21日・8月22日 9月8日・9月9日・9月11日・9月12日

イ 8月25日・8月26日 9月15日・9月16日

ウ 9月29日・9月30日・10月6日・10月7日 10月20日・10月21日・10月27日・10月28日

接種会場 ア・ウ：山形国際交流プラザ イ：パレスグランデール

予約開始日 ア：8月10日 イ：8月17日 ウ：8月19日

予約方法 LINE・Webのみ

想定接種能力

4,560人
水・木 30人×3レーン×4時間＝360人/日
土・日 30人×4レーン×6時間＝720人/日

※9月29日（水）、9月30日（木）、10月20日（水）、10月21日（木）は、4レーン 480人/日

28

第６ 対象別の接種方針と接種体制

３週間後の同じ曜日・同じ時間・同じ場所
② 集団接種

対象者見込み数

9,319人（12歳～16歳の人口（7月末日時点））

※ このほか、8月以降に新たに12歳に到達する者は、毎月160人～200人程度と見込む。
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第６ 対象別の接種方針と接種体制
(6) 妊婦

・妊婦のワクチン接種については、妊婦以外の者と同様の日程や会場で接種を進めてきたが、日本産婦人科学会等の関係学会が妊

婦、配偶者等のワクチン接種をお勧めする文書を公表したこと等を踏まえ、副反応等への懸念から接種を躊躇していた妊婦等の

接種ニーズに対応するため、妊婦優先の接種体制を整備する。

・妊婦は基本的にかかりつけの医療機関を持つことから、妊婦健診実施医療機関で行う個別接種を基本として実施する。

・全ての妊婦健診実施医療機関で新型コロナワクチン接種を実施していないことや、個別接種だけでは希望者全てが接種できる十

分な接種能力を確保することは困難であると見込まれるため、集団接種を並行して実施する。

個別接種 １回目接種 ２回目接種

実施期間 9月14日～10月4日 10月5日～10月25日

接種会場 妊婦健診実施医療機関 ６か所

予約開始日 9月7日

予約方法 コールセンター、医院受付

想定接種能力 約400人

３週間後の同じ曜日・同じ時間・同じ場所

接種方針

＜対象者＞

・妊婦

（里帰り出産を行う者を含む。）

・妊婦の配偶者及び同居家族

接種の概要

① 個別接種
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第６ 対象別の接種方針と接種体制

集団接種 １回目接種 ２回目接種

実施期間 9月19日 10月10日

接種会場 山形市保健所

予約開始日 妊婦：9月7日 配偶者等：9月14日

予約方法 コールセンターのみ

想定接種能力
180人

30人×3レーン×2時間＝180人/日

② 集団接種

対象者見込み数（妊婦） （8月24日時点）

・母子の安全を確保するため、集団接種では、産婦人科医が予診・経過観察・緊急時の対応を行う。

・集団接種の空き予約枠について、接種機会の有効活用の観点から、妊婦の配偶者及び同居家族も対象とする。

556人（母子健康手帳交付者） ＋ 130人（母子健康手帳の交付を受けていない妊婦※） ＝ 686人

※ 妊娠4週目から7週目の者を想定し、1月当たりの母子健康手帳の交付件数を参考として、130件程度と見込む。

３週間後の同じ曜日・同じ時間・同じ場所
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第６ 対象別の接種方針と接種体制
(7) 受験生等（小学６年生～高校３年生）

・受験等を控える中学3年生、高校3年生が優先して接種を受けられる環境を整えるため、受験生優先の接種体制を整備する。

・集団接種のみを実施し、小児科医が予診・接種・急性反応（接種直後に起こる反応）への対応を行う。

・集団生活を行う学校内での感染拡大を防止する観点から、受験生を対象とする予約受付期間（3日間）が終了した時点での空き予

約枠を、小学6年生（9月末までに12歳に到達した者のみ対象）から高校3年生までの者に開放する。

集団接種 １回目接種 ２回目接種

実施期間 10月13日・10月14日・10月16日・10月17日 11月3日・11月4日・11月6日・11月7日

接種会場 山形国際交流プラザ

予約開始日 受験生：9月21日 受験生以外：9月24日

予約方法 コールセンターのみ（9月24日以降はLINE・Webのみ）

想定接種能力
1,380人

水・木 30人×3レーン×3時間＝270人/日
土・日 30人×4レーン×3時間30分＝420人/日

３週間後の同じ曜日・同じ時間・同じ場所

接種方針

＜対象者＞

・受験生

（中学3年生・高校3年生）

・小学6年生～高校3年生

接種の概要

対象者見込み数

受験生：1,079人 受験生以外：2,639人

（9月15日時点）
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第６ 対象別の接種方針と接種体制
(8) 新たに12歳になった者

・令和3年10月以降に新たに12歳になった者を対象として、11月以降、毎月集団接種を実施する。

・集団接種では、対象が12歳の者であることから、小児科医が予診・接種・急性反応（接種直後に起こる反応）への対応を行う。

・これまでの予約受付状況から、既に接種ニーズを満たしている可能性は高いが、病気の治療等の事情により接種を受けられ

なかった者の接種機会も併せて確保する。

集団接種 １回目接種 ２回目接種

実施
期間

ア 11月10日・11月11日 12月1日・12月2日

イ 12月15日・12月16日 1月5日・1月6日

接種会場 山形市保健所

予約開始日 ア：11月2日 イ：12月6日

予約方法 LINE・Webのみ

想定接種能力 720人
30人×2レーン×3時間＝ 180人/日

３週間後の同じ曜日・同じ時間・同じ場所

接種方針

＜対象者＞

・新たに12歳になった者

・12歳～16歳の者

接種の概要

対象者見込み数

各月約160名～200名（新たに12歳になる者） ＋ 病気の治療等の事情により接種を受けられなかった者
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第６ 対象別の接種方針と接種体制

(9) 5歳から11歳までの者

＜対象者＞

・5歳～11歳（小児）の者

小児用ファイザー社ワクチンが、薬事承認申請中となっており、5歳から11歳までの者への接種については、

早ければ令和4年2月頃から接種を開始する可能性がある。

5歳から11歳までの者への接種体制については、国の動向を注視しながら、山形市医師会等の関係機関と

協議の上、整備する。
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第７ ワクチンを無駄にしないための取組

(1) ワクチンの廃棄を防止するためのキャンセル対応

ファイザー社ワクチンは、1バイアルあたり6回の接種が可能であることから、接種会場ごとに6の倍数で被接種
者を確保する必要がある。また、希釈後は6時間以内に使い切る必要があるため、急なキャンセル等が発生した場
合でも、限られた時間内に被接種者を確保する仕組みを構築することで、ワクチンの廃棄を防止する。

個別接種

急
な
キ
ャ
ン
セ
ル
等
の
発
生

【医療機関】
自院関係者からの
被接種者の確保

確保

確保できず
ワクチン接種対策室へ連絡

ワ
ク
チ
ン
接
種

【対策室】
被接種者の確保

・市立小中学校等の教職員
・市職員
・空き待ちバンク登録者 など

ワクチン希釈後
6時間以内

集団接種

被接種者へ連絡

【職員課】
待機者リストの作成

【集団接種会場】
キャンセル（必要被接種者）数の確認

対象者
・市職員
・市職員の同居家族

【待機者】
接種完了時間15分前までに
接種会場に集合

ワクチン接種

リスト上位者

リスト下位者
再待機へ

会場スタッフ等に声がけ

被接種者が不足する場合
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第７ ワクチンを無駄にしないための取組み

(2) 新型コロナワクチン空き待ちバンク（令和3年6月18日創設）

接種を希望する市民を事前に広く募集してリスト化し、接種予約のキャンセル等により予約枠の空きが生じた
場合に先着順で接種を案内することで、貴重な接種機会を有効に活用する。

① 必要事項登録
・ 氏名
・ 住所
・ 生年月日
・ 年齢
・ 電話番号

①

集団接種

個別接種

② 予約枠の空き発生（キャンセル等）

②

③ 電話（メール）
により接種案内

③

④ 接種

④

登録希望者を
リスト化
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第８ 住民への周知

新型コロナワクチンに関する情報を市民が確実に得られるよう、次の方法により周知を行うとともに、自

治推進委員、民生委員・児童委員・福祉協力員の協力を得ながら効果的な周知を図る。

また、12歳から16歳までの者や妊婦については、市独自のチラシを作成し周知を行う。

① 個別通知（接種券送付時に同封）

② お知らせ等の全戸郵送・配布

③ 山形市公式ホームページ

④ SNS（山形市公式LINE、山形市公式フェイスブック、山形市防災メールマガジン、山形市防災ツイッター）

⑤ 広報やまがた

山形市公式ホームページ



第３章 ３回目接種
（追加接種）



第１ 接種対象者

(1) 接種対象者の範囲

2回接種を受けた18歳以上の全ての者を対象とする。
対象者の全員が3回目接種を受けるものと想定し、接種体制を構築する。
※現在３回目接種の対象となっていない12歳から17歳までの者については、今後の国の方針に従い別途対応。

(2) 接種対象者の概数（令和3年11月30日時点）

37

単位（千人）

※ 接種券の送付前に接種を受けた医療従事者等及び高齢者施設等の従事者

2回目接種日の
属する月

令和3年

3、4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

８か月後

3回目接種の
標準的な接種期間

令和3年 令和4年
合計

12月～ 1月～ 2月～ 3月～ 4月～ 5月～ 6月～ ７月～

先行接種者※ 4 7 1 12

高齢者 1 27 37 5 1 71

上記以外 2 26 28 21 24 5 106

合計 4 8 30 63 33 22 24 5 189
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第２ ワクチンの管理等

(1) 使用するワクチン

3回目接種に使用するワクチンについては、1・2回目接種に使用したワクチンの種類に
かかわらず、 mRNAワクチン（ファイザー社ワクチン又は武田/モデルナ社ワクチン）
を用いる。

1・2回目接種に使用したワクチンと異なる種類のワクチンを接種すること（交互接種）が
可能となる。
交互接種が認められるワクチンの組み合わせについては下図のとおり。

【交互接種のイメージ】
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第２ ワクチンの管理等

クール 供給日 供給量 対象

3回目第1クール 令和3年11月17日 12,870回（11箱）
令和3年12月・
令和4年1月接種分

3回目第2クール 令和3年12月中下旬 31,590回（27箱）※
令和4年2月・3月接種分

3回目第3クール 令和4年2月頃 20,475回（17.5箱）

(2) ワクチンの供給見通し

3回目接種用ワクチンについては、2回目接種完了から8か月後に接種が行われることを前提に、ファイザー社
ワクチンと武田/モデルナ社ワクチンの合計で必要量が配分される見通し。
令和3年12月から令和4年1月までの接種分については、ファイザー社ワクチンのみが供給されるが、令和4年2

月から3月までの接種分については、ファイザー社ワクチンと武田/モデルナ社ワクチンの合計で必要量が供給さ
れる。
令和4年4月以降の接種分に対する供給量については、現時点において示されていないため、国の動向を注視す

る。

②武田/モデルナ社ワクチン

クール 供給日 供給量 対象

3回目第1クール 令和4年1月下旬 42,600回（284箱） 令和4年2月・3月接種分

(3) ワクチンの管理・配送
1・2回目接種と同様の体制とする。

①ファイザー社ワクチン

※ 令和3年12月から令和4年3月までに新たに12歳になる者の1・2回目接種に必要となる量を含む。
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第３ 接種スケジュール

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

医療従事者等

高齢者施設等
入所者・従事者

高齢者

上記以外
(18歳～64歳)

（※）

（※）

（※）

12月上旬開始

1月中旬開始

2月下旬開始

2回目接種の完了から原則8か月以上経過した者を対象に、順次接種を進める。

なお、スケジュールについては、国や県の方針、ワクチンの供給状況等により、変更
となる場合がある。

2月下旬開始

※病気の治療等の事情により3回目接種の機会を得られなかった者への接種機会を継続的に提供する。

（※）
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第４ 接種券の送付

接種実施医療機関等が山形市の接種対象者であること及び1・2回目接種が完了していることを確
認できる「接種券一体型予診票」を発行し、3回目接種の案内や接種済証とともに対象者に送付する。
送付については、先行して1・2回目接種を受けた医療従事者等や高齢者施設等の入所者・従事者

は月単位で、これら以外の者は予約時のコールセンターや医療機関への電話の混雑を緩和する観点
から週単位での送付を基本とする。

接種券送付日
（予定）

２回目接種時期
２回目接種から

８か月経過する日
対象者数 主な接種対象者

R3.11.22(月) ～R3.4.30 ～R3.12.30 約4,000人 医療従事者等

R3.12.27(月) R3.5.1～R3.5.30 R4.1.1～R4.1.31 約8,000人
医療従事者等

高齢者施設等従事者
高齢者施設入所者

R4.1.24(月) R3.6.1～R3.6.15 R4.2.1～R4.2.15 約3,000人
医療従事者等

高齢者施設等従事者
高齢者施設入所者

R4.2.9(水) R3.6.16～R3.6.20 R4.2.16～R4.2.20 約8,000人 高齢者

R4.2.14(月) R3.6.21～R3.6.27 R4.2.21～R4.2.27 約13,000人 高齢者

R4.2.21(月) R3.6.28～R3.7.6 R4.2.28～R4.3.6 約20,000人 高齢者

R4.2.28(月) R3.7.7～R3.7.13 R4.3.7～R4.3.13 約22,000人 高齢者・18～64歳

R4.3.7(月) R3.7.14～R3.7.20 R4.3.14～R4.3.20 約19,000人 高齢者・18～64歳

～以後順次送付予定～
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【接種券一体型予診票及び予防接種済証（Ａ３版）】※接種会場にて、ミシン目より切取りして使用

接種券

予防接種済証

(予診票裏面)

第４ 接種券の送付

予診票
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第５ 接種予約及び相談の受付体制の整備

(1) 山形市新型コロナワクチン予約システム

1・2回目接種と同様に、山形市新型コロナワクチン予約システムを活用し、LINE・Web 、
コールセンター又は医院での受付とする。
対象者がスムーズに予約が取れるよう、高齢者に対するLINE・Web予約のサポート体制を

構築するなど、LINE・Webによる予約受付体制を強化する。

(2) 山形市新型コロナワクチン・コールセンター

1・2回目接種と同様の受付体制を整備し、相談や予約受付にきめ細やかに対応する。
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(1) 接種方針

医療従事者等

勤務先の医療機関や山形市医師会健診センター等での個別接種を基本とする。

高齢者施設等の入所者・従事者

高齢者施設等が接種実施医療機関である場合は、高齢者施設等による個別接種を基本と
する。
高齢者施設等が接種実施医療機関でない場合は、接種実施医療機関である協力医療機関

等による巡回接種（個別接種）を基本とする。

第６ 対象別の接種方針と接種体制

上記以外の者

接種実施医療機関の接種能力やワクチンの配分に応じて個別接種を実施するとともに、
若年層が接種を受けやすい環境を整備するため、月曜日から金曜日までの夜間や土曜日・

日曜日に集団接種を実施する。

高齢者

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からの接種が安心と考えられ
ることから、かかりつけの医療機関での個別接種を基本とするとともに、希望する者が可
能な限り早く接種を受けられるよう、集団接種を並行して実施する。
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(2) 接種方針

【個別接種】
山形市医師会及び市内接種実施医療機関と連携し、接種体制を構築する。
原則ファイザー社ワクチンを使用する。
医療従事者等は12月上旬、高齢者施設等の入所者・従事者は1月中旬、それ以外の者は2月下旬に

接種を開始することを想定。
接種能力については、対象者数やワクチンの配分、接種実施医療機関への接種見込調査の結果等を

踏まえて検討する。

【集団接種】
山形大学医学部や山形市医師会、山形県看護協会、山形市薬剤師会等の関係機関と連携し、

接種体制を構築する。
原則武田/モデルナ社ワクチンを使用する。
3月上旬に接種を開始することを想定。
接種能力や会場の箇所数等については、対象者数やワクチンの配分等を踏まえて検討する。

第６ 対象別の接種方針と接種体制

令和3年 令和4年

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

個別接種

集団接種

ワクチン供給状況等を踏まえ
接種体制構築

ファイザー社ワクチン
約13,000回

ファイザー社ワクチン
約50,500回

武田/モデルナ社ワクチン
約42,500回
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第７ 住民への周知

新型コロナワクチンに関する情報を市民が確実に得られるよう、多様な媒体を活用し、
効果的な周知を行う。
次に掲げる者については、リーフレット等を活用し、特に3回目接種を推奨する。

・高齢者、基礎疾患を有する者などの「重症化リスクが高い者」

・重症化リスクが高い者の関係者・介助者（介護従事者など）などの「重症化リスクが高い者との接触が多い者」

・医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルス曝露リスクが高い者」



資料編
～接種実績～
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第１ ワクチンの供給

クール 供給日 要求量 供給量

PF01 4月8日 ー 975回 （1箱）

PF02 ー ー ー

PF03 ー ー ー

PF04 5月2日 10,725回 （11箱） 6,825回 （7箱）

PF05 5月16日 45,630回 （39箱） 45,630回 （39箱）

PF06 5月25日 18,720回 （16箱） 18,720回 （16箱）

PF07 6月13日 42,120回 （36箱） 32,760回 （28箱）

PF08 6月23日 65,520回 （56箱） 43,290回 （37箱）

PF09 7月6日 58,500回 （50箱） 24,570回 （21箱）

PF10 7月19日 85,410回 （73箱） 43,290回 （37箱）

PF10-2 7月29日、7月30日、 8月1日 ー 74,880回 （64箱）

PF11 8月7日 29,250回 （25箱） 16,380回 （14箱）

PF12 8月17日、8月28日 29,250回 （25箱） 16,380回 （14箱）

PF13 9月11日 29,250回 （25箱） 10,530回 （9箱）
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第１ ワクチンの供給

クール 供給日 要求量 供給量

PF14 ー ー 0回 （0箱）

PF14-2 9月20日 ー 1,170回 （1箱）

PF15 ー ー 0回 （0箱）

PF15-2 10月9日 ー 2,340回 （2箱）

追加配分 10月28日 ー 8,190回 （7箱）

合計 ー 345,930回 （297箱）

融通量

9,900回（1,650バイアル）

上記の国からの供給のほか、ワクチンの在庫がある

県内他自治体からワクチンの融通を受けた。

供給量の合計

355,830回
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第２ 年代別接種率

年代 対象者数
1回目 2回目

被接種者数 接種率 被接種者数 接種率

10代 17,874 14,578 81.6% 14,190 79.4%

12～16歳 10,779 8,362 77.6% 8,007 74.3%

17～19歳 7,095 6,216 87.6% 6,183 87.1%

20代 22,132 18,673 84.4% 18,551 83.8%

30代 25,976 22,086 85.0% 21,954 84.5%

40代 33,676 30,005 89.1% 29,888 88.8%

50代 31,076 28,288 91.0% 28,192 90.7%

60～64歳 15,357 14,296 93.1% 14,253 92.8%

65歳以上 75,950 70,988 93.5% 70,590 92.9%

合計 222,041 198,914 89.6% 197,618 89.0%

※12歳は、令和４年３月末までに12歳の誕生日を迎える者を算入

令和3年11月30日時点（VRSより）

※令和3年度中に当該年齢に到達する者を計上
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第３ 総接種回数内訳

個別接種
※1

集団接種 職域接種
その他
※2

合計

1回目 118,619 61,717 10,834 7,744 198,914

2回目 117,695 61,530 10,818 7,575 197,618

合計 236,314 123,247 21,652 15,319 396,532

令和3年11月30日時点（VRSより）
(1) 接種方法別接種回数

(2) ワクチン別接種回数

ファイザー社 武田/モデルナ社 アストラゼネカ社 合計

1回目 187,522 11,348 44 198,914

2回目 186,401 11,200 17 197,618

合計 373,923 22,548 61 396,532

令和3年11月30日時点（VRSより）

※1…医療従事者等への接種を含む。
※2…山形県が実施する集団接種・山形市外における接種など
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第３ 総接種回数内訳

令和3年

～3月 4月 5月 6月 7月 8月

1回目 3,423 5,961 15,420 71,340 25,705 41,064

2回目 1,014 3,055 7,492 29,618 63,431 33,610

合計 4,437 9,016 22,912 100,958 89,136 74,674

令和3年11月30日時点（VRSより）(3) 月別接種回数

令和3年
合計

9月 10月 11月

1回目 23,993 9,284 2,724 198,914

2回目 25,309 27,702 6,387 197,618

合計 49,302 36,986 9,111 396,532


