
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の政府,長野県の方針や

ワクチンの供給状況などにより変更することがあります

令和４年１月２４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

＜３回目接種＞

２版（令和4年2月1日改正）



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）

医療従事者等 ６００人 人口の３％で算出

６５歳以上高齢者 ７,２２３人 ２回接種した人数（R3.12末現在）

高齢者施設等の従事者 ３２０人 人口の１.６％で算出

上記以外で１８歳以上の者 ７,９０５人 ２回接種した人数（R3.12末現在）

合 計 １６,０４８人
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ワクチン接種が２回終了した人数：１６,８８５人（令和３年１２月末現在）
・飯山市人口（令和３年１２月末現在 20,190人）に対する接種率＝８３.６３％
・接種対象者（１２歳以上の者約18,750人）に対する接種率＝９０.０５％

３回目の接種は２回接種している方（18歳以上）を対象に行います

注：１,２回目の接種は飯山市保健センターで継続して実施しますので接種対象者は増加します



飯山市３ 接種時期の見込み

２回目と３回目との接種間隔を短縮できるように接種体制の改善を図りながら接種業務を進めていきます 4

12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ２回目との
接種間隔の

目安上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

医療従事者
約６００人

６ヵ月以上
（国県からの要請）

高齢者
約７,２２３人

６ヵ月以上
（国県からの要請）

施設等の従事者
約３２０人

６ヵ月以上
（国県からの要請）

その他の者
約８,７４２人

６ヵ月以上
（国県からの要請）

接種会場 飯山市公民館 飯山市屋内運動場

１２月１３日～２月上旬
施設入所者への巡回接種を
３月下旬までに実施

２月中旬～３月下旬

接種会場
飯山市公民館

巡回接種を実施する施
設の従事者は施設入所
者の接種に併せ実施

接種会場
飯山市公民館

２月中旬～３月下旬

接種会場
飯山市屋内運動場

４月上旬～６月中旬



飯山市公民館でのワクチン接種は
接種日時を指定してワクチン接種券を送付します

・飯山市公民館でのワクチン接種は、目安として令和３年７月までに２回目の
接種を行った方が対象となる予定です（接種状況により変更となる場合があります）

・ワクチン接種券は１月２７日から順次郵送します
・指定された日時に接種ができない方についてはインターネットまたはコール
センター（０１２０−９０５−１６２）で接種日時の変更を行ってください

・飯山市屋内運動場でのワクチン接種は、ご自身でインターネットまたはコー
ルセンターでワクチン接種の予約を行っていただく方法を予定しています

飯山市４ 接種順について
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３回目のワクチン接種は原則として
２回目のワクチンを接種した順に接種を行います

（２回目のワクチンを接種した順にワクチン接種券を送付します）



集団接種

２月１４日

３月２９日

４月６日～ 会場：飯山市屋内運動場
詳細については決まり次第公表します

飯山市５ 接種の方法 集団接種
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会場：飯山市公民館 ２階
（エレベーターあります）

施設種別：基本型接種施設

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日に１００回～３２０回接種

（ワクチン供給量などにより変更となる場合あり）



職域接種（職場や学校などで実施）
職場や学校などでワクチン接種を実施する場合があります、勤務先や通学先で実施
するワクチン接種を希望する場合は職場や学校の受付窓口で手続きを行ってください

飯山市６ 接種の方法 大規模接種,職域接種
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大規模接種（政府と県が実施）
①長野県でもワクチン接種を行っており県内にお住まいの方は接種が受けられます
②北信地域では、長野県北信庁舎（北信保健所）、メトロポリタン長野（長野駅前）
ホテル国際２１（長野市県町）などで実施します

③日程等詳細については県のホームページか県のコールセンターで確認してください
④高齢者やエッセンシャルワーカーなどが対象者となります、接種を希望する方は
県のホームページか県のコールセンターから予約を行なってください

⑤接種を受けるためには接種券が必要となります、接種券がお手元に無い方は市の
コールセンター（０１２０ー９０５－１６２）に電話をしてご相談ください

⑥この他に政府が設置するワクチン接種会場でも接種が受けられます、予約の方法等
については接種を希望する会場のコールセンターなどにお問い合わせください

県のコールセンター【長野県ワクチン接種会場運営事務局】
電話 ０２６ー４８０－０４００ 毎日９：３０～１７：３０受付



個別接種
①医療機関で接種を実施する方法です
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予約受付は行わず受診時に医師と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の一部は訪問診療を行っている患者への訪問接種も
実施の予定です

飯山市７ 接種の方法 巡回,個別,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する方法です
②１,２回目の接種が訪問接種だった方などを対象に実施する予定です
③飯水医師会等と連携して接種を推進します

巡回接種
①高齢者等の入所・入居施設で接種を実施する方法です
②２月中旬から接種の開始を予定しています
③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



飯山市８ ワクチンの種類

接種の方法 使用するワクチン
（ワクチン供給量などの理由により変更となる場合があります）

集団接種

①飯山市公民館：武田／モデルナ社ワクチン
接種場所の指定が飯山市公民館の方でファイザー社ワクチンの接種を希望する
方は、屋内運動場でのファイザー社ワクチン接種に変更することができますの
でコールセンター（０１２０−９０５−１６２）に相談してください

②屋内運動場：武田／モデルナ社ワクチン・ファイザー社ワクチン
巡回接種 ファイザー社ワクチン
訪問接種 武田／モデルナ社ワクチン・ファイザー社ワクチン
個別接種 ファイザー社ワクチン
大規模接種 ⾧野県が実施するワクチン接種は武田／モデルナ社ワクチン
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３回目の接種には２種類のワクチンを使用します

武田／モデルナ社ワクチン（令和３年１２月１７日厚生労働大臣指示）

ファイザー社ワクチン（令和３年１１月１６日厚生労働大臣指示）



飯山市９ ワクチン配分量の見込み

ファイザー 在庫 １ｸｰﾙ
配布１回目

２ｸｰﾙ
配布２回目

３ｸｰﾙ
配布３回目

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

合計

到着日 ━ 11/22週～ 12/24 2/21週～ 2/28週～ 3/14週～ 実施未定 ━

箱数 ━ 配布無し ２箱 未定 未定 未定 ━ 約２箱

接種回数 48回分 ━ 2,340回分 ━ ━ ━ ━ 2,388回分

政府・県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

ファイザー社ワクチンの１箱は１９５バイアル（瓶）です。１バイアルから採取できるワクチン数は６回分です

10

武田
モデルナ 在庫 １ｸｰﾙ

配布１回目

２ｸｰﾙ
配布２回目

３ｸｰﾙ
配布３回目

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

合計

到着日 ━ 1/30 2/7週～ 2/21週～ 3/7週～ 3/14週～ 4/4週～ ━

箱数 ━ ２３箱 未定 未定 未定 未定 未定 ２３箱

接種回数 0回分 3,450回分 ━ ━ ━ ━ ━ 3,450回分

ファイザー社ワクチン（全国に約3,739万回分を配布予定）

武田／モデルナ社ワクチン（全国に4,835万回分を配布予定）

武田／モデルナ社ワクチンの１箱は１０バイアル（瓶）です。１バイアルから採取できるワクチン数は１５回分です



飯山市１０ 接種日時変更の受付

種 別 詳 細

1
コールセンター
（電話での受付）

番号：０１２０-９０５-１６２
受付時間：午前８時３０分～午後８時

（毎日実施）

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

クリックして接種日時の変更開始

3 飯山市公式
アカウント

現在準備中です

詳細については準備ができ次第公表します

接種日時の変更は次の方法で受け付けます
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飯山市１１ 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

０１２０-９０５-１６２ ０２６-２３５-７３８０ ０１２０-７６１-７７０

無休
午前８時３０分～午後８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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ワクチン接種でお困りのことやご相談がございましたら飯山市コールセンター
（０１２０−９０５−１６２）へお問い合わせください
他にも、次のとおりコールセンターがありますのでご活用ください



飯山市１２ 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
接種を行い接種機会の有効活用を図ります

１ 体調不良などやむを得ない理由で、接種を受ける日に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 児童福祉施設等の従事者
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 社会福祉施設等の従事者
社会福祉協議会・福祉企業センターなど

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

７ その他、機能が停止すると市民生活に影響のある公共施設等に勤務する者



飯山市１３ １回目,２回目の接種について
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①１回目,２回目の接種は飯山市保健センターにおいて継続して
実施しています

②新たに接種対象者となる方（１２歳になる方）については市
から接種案内を送付しますので内容をご確認のうえ接種を
受けて下さい

③接種を受けていない方で１回目,２回目の接種を希望する方は
コールセンター（０１２０−９０５−１６２）に電話をして
受付を行い接種を受けて下さい

④政府では１１歳から５歳までのワクチン接種の準備を行って
います、実施が決まりましたら当市での実施方法等について
公表します



飯山市１４ 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 接種直後に副反応が生じる可能性がありますので、接種後の状態観察を
１５分、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１５ 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


