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中野市新型コロナウイルス
ワクチン接種実施計画

【概要版】
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※本資料は計画策定時の内容であり、今後、国の通知、ワクチンの供給

状況、関係機関との協議状況等により変更することがあります。
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• 予防接種法附則第７条の特例規定に基づき実施する臨時接種
であること。

• 当面、ワクチンの供給量及び性質に応じて効率的に接種でき
る体制を構築する必要があること。

• 臨時接種が円滑に実施できるよう、中高医師会、その他医療
機関等と十分協議すること。

• 特設会場で接種を行う場合は、新型コロナウイルスの感染に
係る「３つの条件が同時に重なる場（３密）」を回避するこ
と等について留意すること。

• 新型コロナウイルス感染症の診療や通常の診療に過度な悪影
響が生じないよう、必要な医療体制を維持すること。
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接種における基本的な考え方
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本市人口 約44,000人（R3.1.1時点）

・医療従事者 約 1,400人

・高齢者（65歳以上） 約14,000人

・高齢者以外（16～64歳） 約23,000人

3

想定する接種数、優先順位

合計約38,400人
【接種対象外】
16歳未満 5,600人

接種見込数 約26,000人（約52,000回）
・医療従事者 約 1,330人（約 2,660回）※想定接種率95％

・高齢者（65歳以上） 約 9,800人（約19,600回）※想定接種率70％

・高齢者以外（16～64歳） 約14,950人（約29,900回）※想定接種率65％

※高齢者への接種に係るワクチンの供給量が十分でないことが予想され
るため、本市では、高齢者（65歳以上）については、85歳以上から
優先的に接種を行うこととします。
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※スケジュールは、現時点でワクチンが十分に供給された場合を想定し、目安
として示すものであり、ワクチンの供給状況によって見直します。

区 分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

85歳以上
（５～６月）

65～84歳
（６月初旬～８月初旬）

65歳未満で基礎疾患のある方

（８月初旬～９月初旬）

65歳未満（16歳未満除く）

（８月中旬～11月中旬）
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※高齢者施設入所者及び往診・訪問診療を受けている方への接種は、その施設やご自宅での巡回
接種を予定しています。日程については、決まり次第別途お知らせします。

※区分の年齢は、今年度末時点の年齢です。

接種券
4月中旬

接種券
５月下旬

接種券
７月下旬

接種券
７月下旬

接種スケジュール（予定）
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5

接種体制

• 当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も段
階的に行われる見通しであること、また、ワクチンによって
は特殊な流通方法が必要なことから、ワクチンの供給量及び

性質に応じて効率的に接種できる体制を構築する必要がある。

• 中高医師会及び北信総合病院と協議を行い、当分の間、ワク
チン接種は「基本型接種施設」による集団的接種（北信総合
病院による集団的接種を含む。）により実施します。

• 供給されるワクチンの種類が追加された場合で、集団的接種だけでなく市

内医療機関による個別接種でも対応が可能であると判断される場合は、中

高医師会等と協議の上、接種方法の見直しを行います。
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• 旧豊井小学校は、中野保健センターのサブ会場であり、中野保健センターが他

の保健事業等により使用できない場合に接種会場となる。
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会場名 集団/個別 接種日 駐車場 備考

中野保健センター 集団接種 平日、土曜 保健センター駐車場
旧中野高校駐車場（平日）
市役所駐車場（土曜）
ＪＡ中野市本所駐車場（土
曜）

旧中野高校駐車場
からシャトル便あ
り（5/20～）

旧豊井小学校 集団接種 平日、日曜、祝日 学校グラウンド 中野保健センター
のサブ会場

北信総合病院
（さくらホール）

集団接種 平日、土曜（休診
日を除く）

北信総合病院駐車場

接種会場

• 当面、本市の接種会場は、次のとおりです。

• 現状では、上記の以外の市内医療機関での個別接種は行わない。（ファイザー

社のワクチンのため）
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接種会場までの高齢者送迎支援

• 高齢者（65歳以上）が接種しやすい環境を整えるため、次のと
おり、接種会場までの送迎支援を行います。

① 各地区集会所等から接種会場まで無料送迎車両を運行

自動車運転免許がない、家族等による送迎も公共交通機関の利用も困難など
の理由により、会場までの交通手段のない65歳以上の高齢者を対象に、地区ご
との乗降地点（地区の集会所等）から市の集団接種会場まで、市で借り上げた
無料送迎車両を往復運行する送迎支援を行います。

② 要介護者及び重度心身障がい者へ無料タクシー券を配布

無料送迎車両の利用が困難な方で、今年度、中野市在宅福祉支援事業の通院
費等助成を受けている方に対しては、市が委託したタクシーを無料で利用する
ことができるサービスを提供します。
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高齢者施設入所者等への接種

① 高齢者施設等の入所者及び従事者

市及び施設等の双方の体制が整った場合、施設で接種します。なお、高齢者施設等の
従事者も同時接種を希望する場合は、当該施設の入所者と一緒に接種を受けられます。

（高齢者施設等での接種スケジュール）

１） 高齢者施設等への接種希望者数等の調査

２） 接種担当医の決定

３） 中高医師会との調整

４） 接種日等の決定

５） 施設従事者の接種券付き予診票の送付

６） 施設でワクチン接種

② 往診・訪問診療を受けている者

往診、訪問診療を受けている方については、中高医師会に医師の派遣を依頼し、巡回
接種を行う予定です。巡回接種の実施に当たっては、市内医療機関への実態調査により
対象者を把握した後、対象者へ巡回接種の意向調査を実施し、日程調整等を行います。

※接種券の送付
（市町村によって送付時期は異なる。）
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予約方法（北信総合病院を含む）
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種別 詳細

Ｗｅｂ
ＱＲコードかＵＲＬで予約サイトにアクセス、「接種券番号」と
「生年月日」でログインし、希望日時を予約

ＬＩＮＥ
中野市公式アカウント

市公式アカウントを「友だち追加」し、メニュー画面から予約サ
イトに入って予約（以下Web予約と一緒）

ＩＶＲ（自動音声応答）
050-3173-9430

音声ガイダンスの誘導による電話のボタン操作で希望日時を予約

コールセンター
0570-008-522

オペレーターが、予約管理システムへ代理予約

ＦＡＸ、窓口
上記の方法が難しい方は、ＦＡＸや窓口で予約を受け付け、予約
管理システムに反映

※予約枠は、30分間隔の予定です。

※いずれの方法で予約した場合も、予約管理システムで一括管理します。

• 接種予約は、北信総合病院も含めて、全て市の予約システムに次の方法
で予約していただく必要があります。
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市民への情報提供、相談受付体制

① 市民への情報提供

市は、対象者への事業案内の送付、市広報、市公式ホームページ、コールセ
ンターによるほか、公共施設等へチラシを設置する等、市民に対して新型コロ
ナワクチン接種に関する情報を適切に提供します。特に高齢者については、民
生児童委員、ケアマネジャー等に協力を依頼し、周知の徹底を図ります。

② 相談受付体制（コールセンターの開設）

市民からの相談・予約受付を行う「中野市新型コロナワクチン接種コールセ
ンター」を３月22日に開設しました。相談受付業務から開始し、接種券発送後
に予約受付も開始します。ただし、副反応等の専門的な相談対応は国・県が担
うことから、国・県と連携して対応します。

中野市新型コロナワクチン接種コールセンター ０５７０－００８－５２２

長野県ワクチン接種相談センター ０２６－２３５－７３８０
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予約から接種まで

かかりつけ医に相談
（基礎疾患や不安の
ある方）

基礎疾患があったり、不安な方は、事前にかかりつけ医にワク
チン接種について相談します。
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接種券が届く
市からの対象の年齢区分ごとに接種券、予診票、お知らせ（接
種会場、日程、予約方法）などが個別に届きます。
（①85歳以上 / ②65～84歳 / ③16～64歳）

予約する（１回目）
接種会場、日程を確認して、次のいずれかの方法で予約します。
①Web予約、②LINE予約、③音声自動応答、④コールセンター

接種を受ける
密を避けるため、予約した時間に来場し、接種を受けます。
※キャンセルの場合は、必ず予約のキャンセルをお願いします。

予診票を記入 接種券に同封の予診票を記入します。

予約する（２回目）
１回目の接種後、２回目を予約します。
（１回目のワクチンと同じ種類で予約すること。）

• 接種予約から接種当日までの流れは次のとおりです。
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当日の接種の流れ

保健師による予備
問診

検温を行い、予診票をもとに保健師が予備的な問診を行います。
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受付
接種券と本人確認書類（運転免許証、保険証等）、予診票を提示
※予診票を忘れたり、未記入の場合は記載台で記入します。

医師による問診
医師による問診
※問診を受ける前に、肩がすぐ出せる支度をお願いします。

状態観察 待機エリアで15～30分間安静にします。

接種 肩に注射をするので、肩を出しやすい服装で来場してください。

接種済証の交付 接種済証の交付を受けます。

２回目の予約 市の集団接種会場では、帰る前に２回目の予約が可能です。

• 接種予約から接種当日までの流れは次のとおりです。
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副反応（ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ）への対応

副反応（アナフィラキシー）への対応

接種後、接種直後や帰宅後の注意点（副反応の症状等）についてチラシを配
布し、看護師（保健師）が15～30分経過観察を行います。また、緊急時に備え
て、次のとおり準備を行います。

・アドレナリン製剤等、救急処置に必要な物品や薬剤を準備しておく。

・あらかじめアナフィラキシー等発症した場合に救急処置や搬送の必要性等
を判断する責任者を当日の担当医の中から選出しておき、その他必要な者
の役割も事前に決めておく。

・市の集団接種においては、搬送先（北信総合病院）及び岳南広域消防本部
に事前に協力を依頼するとともに、集団接種の日時や会場について、あら
かじめ情報提供を行う。

・副反応を疑う症状について被接種者が受診を希望する場合は、まずは身近
な医療機関（かかりつけ医又は接種医（内科医））の受診を促し、専門的
な対応が必要と判断した場合は、専門医療機関（北信総合病院）を紹介す
る。


