
飯山市新型コロナウイルス
ワクチン接種実施計画

本資料は現時点での計画内容であり、今後政府の方針やワクチンの

供給状況等により変更することがあります

令和３年７月７日
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【概要版】

飯山市

飯山市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部



１ 接種を希望する方が速やかに接種できる体制の構築
接種を希望する方が速やかに接種を受けられるよう、集団接種を基本として巡回

接種、個別接種、訪問接種の実施も含め体制の構築を図るとともに、安心して安全に
接種を受けられるよう細心の注意を払い業務を行います。

２ 飯水医師会、飯山赤十字病院、県など関係機関との連携
接種が円滑に実施できるよう政府並びに県の支援、指導を受けつつ、飯水医師会、

飯山赤十字病院などの関係機関と十分に協議を行い、⾧野県ワクチン接種支援チーム
⾧野県看護協会、飯水歯科医師会、飯水薬剤師会等とも連携し協力を得てワクチン
接種を行います。

３ 実施計画の柔軟な見直し
厚生労働省が定める「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」等に沿って業務を推進するとともに、常に最適な接種体制が確立できるよう
実施計画を柔軟に見直しながらワクチン接種を進めます。

４ 接種体制の強化
「新型コロナウイルスワクチン接種実施本部」を設置し、全庁的な実施体制を構築
して業務を推進するとともに、必要に応じ更なる業務体制の強化を図ります。

飯山市１ ワクチン接種の基本方針
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飯山市２ 接種対象者の概数

接種
順位 接種対象者区分 対象者数

（概数）
算出方法

（定められた方法により算出）

１ 医療従事者等（県が実施） ６００人 人口の３％で算出

２ ６５歳以上高齢者 ７,９００人 ７月７日現在

３
６４歳以下で基礎疾患を有する者 １,５００人 ７月７日現在

高齢者施設等の従事者 ３２０人 人口の１.６％で算出

４ 上記以外で１２歳以上の者 ８,４３０人 うち１５歳～１２歳は約７００人

合 計 １８,７５０人

飯山市の人口：約２０,２００人（住民基本台帳による）

接種対象者数：約１８,７５０人【人口の約９３%】
（１２歳未満の者：約１,４５０人）

接種回数：約１８,７５０人×２回接種
＝約３７,５００回

3※「基礎疾患を有する者」の基準については、最終ページの資料１のとおりです



飯山市３ 接種時期の見込み

・１１月末までに接種を希望する方すべてに接種できるよう接種業務を進めていきます
・６５歳以上の高齢者については、７月末までに希望する方すべてに接種ができるよう接種
体制の整備を進めます 4



送迎バス運行の概要
① ６月１５日に集団接種会場での接種予約を行っていない方に対し、送迎
車利用の意向調査票を送付

② 意向調査の結果に基づき送迎車のルートを決定して、送迎車の利用を
希望する方に接種日時、乗車時刻、乗車場所等をご案内

③ ７月４日（日）・５日（月）に送迎車の運行を実施、利用者は５０人
④ ワクチン接種は一人２回接種で接種間隔は３週間なので、３週間後に
再度送迎車の運行を実施

飯山市４ 高齢者対象の送迎車の運行について
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自ら接種会場へ行くことのできない高齢者について、集団接種会場までの
送迎車の運行を実施します

７月４日に１回目の接種→ ３週間後の７月２５日に２回目の接種

７月５日に１回目の接種→ ３週間後の７月２６日に２回目の接種



基礎疾患のある方
① 基礎疾患のある方に該当する療育手帳・精神保健福祉手帳所持者については、対象
者が把握できるため７月２日に接種券を送付（４４０人）

② ①を除く６４歳～１２歳の方（約１万人）を対象に基礎疾患等の調査票を６月２４日
に送付

③ ②で基礎疾患有りと回答した方について、６月２９日から順次接種券を送付
（７月７日現在 １,０５５人に送付）

④ １５歳～１２歳の方で基礎疾患有りと回答のあった方の接種方法については、現在
飯水医師会等と調整中（副反応等の対応のため）

飯山市５ 基礎疾患のある方等の接種について
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高齢者の入所施設等の従事者
① 巡回接種の際に入所・居住している高齢者と同時に接種
② 対象施設から接種希望者の名簿を提出していただき、予約キャンセルの際などに接種
③ 市外に勤務されている方については、本人の申し出等により接種券を交付



飯山市６ 予約キャンセル等の対応について
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予約のキャンセルや、接種予約の枠が埋まらなかった場合、下表の者を対象に
名簿を作成して順次接種を行い、接種機会の有効活用を図ります

１ ワクチン接種の予約を行ったものの体調不良などやむを得ない理由で接種を受ける
ことができなかった者

２ 高齢者・障がい者施設の従事者
入所施設・通所施設・ケアマネジャー事業所・障がい者相談支援事業所など

３ 児童福祉施設の従事者
保育園・児童館・児童センター・児童クラブ・児童養護施設・家庭児童相談室など

４ 中学校・小学校・幼稚園の従事者

５ 社会福祉施設の従事者・社会福祉業務従事者
民生児童委員・主任児童委員・福祉企業センター・社会福祉協議会など

６ 保健業務の従事者
子育て世代包括支援センター・乳幼児健診スタッフなど



飯山市７ 今後の接種順序について
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医療従事者（約６００人・県が実施）

６５歳以上高齢者（約７,９００人）

基礎疾患のある者（約１,５００人）

高齢者施設等の従事者（約３２０人）

①以降の接種順序については、年代別に区切っての接種を予定し、７月
中旬から順次接種券を送付して８月上旬から接種を行います
（例：６４～６０歳、５９歳～５５歳・・・）

②接種枠が埋まらないように予約状況を見て接種券を送付し、接種券を
持っている方が予約のできる状況を作ります

④１２歳～１５歳の方の接種については、飯水医師会や教育委員会等と
協議を行い、より良い接種方法で実施します

接種順位１・２

７月上旬～８月末
接種予定

接種順位３

接種順位４



飯山市８ ワクチン供給量の見込み

４ｸｰﾙ
配布
４回目

５ｸｰﾙ
配布
５回目

６ｸｰﾙ
配布
６回目

７ｸｰﾙ
配布
７回目

８ｸｰﾙ
配布
８回目

９ｸｰﾙ
配布
９回目

10ｸｰﾙ
配布
10回目

11ｸｰﾙ
配布
11回目

12ｸｰﾙ
配布
12回目

合計

到着日
4/29
5/5

5/13 5/28 6/15 6/30 7/12の
週以降

7/26の
週以降

8/9の
週以降

8/23の
週以降

ー

箱数 ２箱 ２箱 ５箱 ５箱 ３箱 ２箱 ２箱 １箱 ２箱 ２４箱

接種
回数

1,950
回分

2,340
回分

5,850
回分

5,850
回分

3,510
回分

2,340
回分

2,340
回分

1,170
回分

2,340
回分

27,690
回分

政府から示された当市へのワクチンの配分数は次のとおりです

・１箱は１９５バイアル（瓶）です。また、ワクチンと一緒に送られてくる注射器の改良等により１バイアル
から採取できるワクチン数は、４クールまでは５回分、５クール以降は６回分となります。
・１クール～３クールでは飯山市へのワクチン配分はありませんでした。
・医療従事者への接種、大規模接種、職域接種で使用するワクチンは、飯山市に配布されるワクチンとは別に
なりますので、市民がこれらの接種を受けると、その分飯山市で必要なワクチン数は減ることになります。
・第１３クール以降（９月以降）の政府のワクチン配分計画については未定です。（７月７日現在）
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【接種対象者全員に接種する場合に必要なワクチン数】

３７,５００回− ２７,６９０回＝ ９,８１０回分（８.４箱分）

接種対象者１８,７５０人×２回接種＝３７,５００回
12ｸｰﾙまでの
配布見込数

13ｸｰﾙ以降
必要数



集団接種

飯山市９ 接種の方法 集団接種・巡回接種
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会場：飯山市屋内運動場

施設種別：基本型接種施設

設置期間：５月～１１月（予定）

接種日時：月曜日～日曜日（予定）

午後１時～午後３時

（変更・延長する場合あり）

接種体制：１日医師２名体制で200回接種

最大で医師４名体制400回接種

（ワクチン供給量などにより

変更となる場合あり）

巡回接種

①高齢者等の入所・入居

施設で接種を実施

②対象施設：７か所

③対象者数：約１８５人

④５月中旬より接種開始

⑤入所・入居者の接種に

併せて施設従事者の接

種も実施します



個別接種
①医療機関で接種を実施

②実施する医療機関のかかりつけ

患者のみを対象に接種を行います

③電話等での予約受付は行わず

受診時に医師との相談のうえ接種

を行うかどうか決定します

④個別接種を実施する医療機関は

訪問診療を行っている患者への

訪問接種も実施の予定

⑤７医療機関での実施を予定

飯山市１０ 接種の方法 個別接種・訪問接種
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訪問接種
①集団接種会場に来ることのでき

ない方の自宅に訪問して接種を

実施

②６月１５日に集団接種会場での接

種予約を行っていない方に対して

訪問接種の意向調査を実施

③訪問接種を希望する回答は８５人

有り

④今後、飯水医師会等と連携して接

種を推進します

この他に、政府や都府県などが実施している大規模接種、職場や大学単位で実施
している職域接種があります



飯山市１１ 予約の受付

種 別 詳 細

1
コールセンター
（電話での受付）

番号：０５７０-０６８-８００
受付時間：午前９時～午後５時
（日曜祝日を除く）

2
インターネット
での受付

右のQRコードを読み取っていただくか

市のホームページから を

クリックして予約開始

3
飯山市公式
アカウント

右のQRコードを読み取っていただき、

飯山市公式アカウントを友達登録して

予約開始

接種の受付は事前予約制とし、予約方法については次の３方法とします

・予約はワクチン供給状況、医師等の日程調整等により日程が決まり次第随時実施します
・予約の開始は防災無線、市ホームページ等により周知します
・２回目の予約は、接種間隔が定められているため原則として接種会場で行います
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飯山市１２ お問い合わせ先

ワクチン接種に関するお問い合わせ先

飯山市
コールセンター

⾧野県
コロナワクチン接種

相談センター

厚生労働省
コロナワクチン
コールセンター

０５７０-０６８-８００ ０２６-２３５-７３８０ ０１２０-７６１-７７０

月曜～土曜
午前９時～午後５時 ２４時間無休 無休

原則午前９時～午後９時

ワクチン接種等に関するお
問い合わせに対応

接種後の副反応等の専門的
相談に対応

８か国語でワクチン接種等
のお問い合わせに対応
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飯山市１３ 副反応・健康被害への対応
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① 接種希望者に対し、副反応が発生する可能性があることについて十分説明し
同意を得たうえで接種を行います

② 予診において、発熱のある者、基礎疾患を有する者など接種不適当者、接種
要注意者と判断した者については、丁寧に説明して適切に対応します

③ 接種後の状態観察については、全国的に接種件数が少なく副反応についての
知見が十分に集積されていないため、必要に応じ３０分として対応します

④ 帰宅後等で副反応が生じた場合は、県設置の専門相談窓口「ワクチン接種
相談センター」で相談するよう説明します

⑤ 接種会場等で副反応が発生した場合に備え、飯山赤十字病院、岳北消防本部
等と連携を図り速やかに対応する体制を確立します

⑥ 接種後の副反応による健康被害については、極めて稀ではあるものの不可避
的に生じるものであることから、接種希望者に対し予防接種健康被害救済
制度等について説明を行います



飯山市１４ ワクチン接種体制
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「新型コロナウイルスワクチン接種実施本部」体制

全庁的な実施体制を
構築してワクチン接
種業務を推進します



⑴

令和３年度中に６５歳に達しない者であって、以下の病気や状態の方で通院又は入院している方
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）

⑵ 基準（ＢＭＩ３０以上）を満たす肥満の方 【ＢＭＩ = 体重（kg）÷ 身⾧（ｍ）÷身⾧（m）】

飯山市資料１「基礎疾患を有する者」の基準
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「基礎疾患を有する者」とは、下表の（１）または（２）いずれかに該当する者
になります

※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」（３.２版）より抜粋


