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計画の改訂について

3

１．計画の策定にあたって

 ・新型コロナウイルス感染症について、感染拡大を防止し、市民の生命  
 及び健康を守るため、その対策に取り組み、あわせて社会経済活動との   
 両立を図っていく必要があるため、令和３年3月に本計画を策定しました。

 ・追加接種（3回目接種）実施に伴い、令和3年12月8日に第３版として、
 追加接種（4回目接種）実施に伴い、令和4年6月1日付けにて第４版として更 
 新し、令和４年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）実施に伴い、
 令和4年10月19日付けにて第５版として本計画を改訂します。

 ・新型コロナワクチンの接種については、予防接種法（昭和23年法律第68 
 号）附則第7条第2項の特例規定に基づき実施するもので、同法第６条第１項 
 の予防接種とみなして同法の各規定が適用されます。
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〇予防接種法 附則第７条第１項の特別規定に基づく厚生労働大臣からの指示等
１．計画の策定にあたって

区分 令和3年2月16
日（指示）

令和3年5月21日
（改正）

令和3年5月31日
（改正）

令和3年8月2日
（改正）

令和3年11月16
日（改正）

令和3年12月17日
（指示）

対象者 初回接種：
16歳以上の者

初回接種：
16歳以上の者

初回接種：
12歳以上の者

12歳以上の者 12歳以上の者 初回接種：
12歳以上の者

追加接種：
18歳以上の者

期間 令和3年2月17日
～

令和4年2月28日

令和3年2月17日
～

令和4年2月28日

令和3年2月17日
～

令和4年2月28日

令和3年2月17日
～

令和4年2月28日

令和3年2月17日
～

令和4年9月30日

令和3年2月17日
～

令和4年9月30日

ワクチ
ン

ファイザー社ワ
クチン

（1）ファイザー
社ワクチン
（2）武田/モデル
ナ社ワクチン
※（2）は18歳未
満の使用不可

（1）ファイザー
社ワクチン
（2）武田/モデ
ルナ社ワクチン
※（2）は18歳未
満の使用不可

（1）ファイザー
社ワクチン
（2）武田/モデル
ナ社ワクチン
（3）アストラゼ
ネカ社ワクチン
※（３）は18歳未
満の使用不可。ま
た、必要がある場
合を除き、18歳以
上40歳未満の者へ
の使用不可

追加接種を行う
場合、
ファイザー社ワ
クチンを使用す
ることとし、こ
の場合は、対象
者のうち、12歳
以上18歳未満の
者に対して行う
接種には使用不
可

追加接種を行う場合、
（1）ファイザー社
ワクチン
（2）武田/モデルナ
社ワクチン
を使用することとし、
この場合は、対象者
のうち、12歳以上18
歳未満の者に対して
行う接種には使用不
可
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〇予防接種法 附則第７条第１項の特別規定に基づく厚生労働大臣からの指示等

区分 令和4年2月21日
（指示）

令和4年3月25日（改
正）

令和４年5月25日
（改正･指示）

令和４年7月22日
（改正）

対象者 ★初回接種：
 5歳以上の者
 

追加接種：
12歳以上の者

第二期追加接種 
(４回目接種)：

18歳以上の者(18～59歳は基礎疾患等有す
る者に限る)

第二期追加接種 
(４回目接種)：

18～59歳の医療従事
者等及び高齢者施設等

の従事者を追加

期間 令和3年2月17日
～

令和4年9月30日

令和3年2月17日
～

令和4年9月30日

令和4年5月25日
～

令和4年9月30日

令和4年7月22日
～

令和4年9月30日

ワクチン ★小児用ファイ
ザー社ワクチン
※12歳以上の者に
行う接種には使用
不可

（1）ファイザー社ワ
クチン
（2）武田/モデルナ
社ワクチン
※12歳から17歳まで
は(2)は使用不可

初回接種を行う場合に追加
 (4)武田社ワクチン(ﾉﾊﾞﾊﾞｯｸｽ)
※(4)は18歳未満の者使用不可

第一期追加接種(3回目接種)を行う場合に追加
 (3)武田社ワクチン(ﾉﾊﾞﾊﾞｯｸｽ)
※(3)は18歳未満の者使用不可

第二期追加接種を行う場合
（1）ファイザー社ワクチン
（2）武田/モデルナ社ワクチン

初回接種を行う場合の
 (4)武田社ワクチン(ﾉﾊﾞ
ﾊﾞｯｸｽ)
※(4)は12歳未満の者使
用不可 に変更

１．計画の策定にあたって
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１．計画の策定にあたって
〇予防接種法 附則第７条第１項の特別規定に基づく厚生労働大臣からの指示等

区分 令和4年9月6日（改
正）

令和4年9月16日（改正） 令和4年10月13日
（改正）

令和4年10月13日（改
正）

対象者 第一期追加接種 
(３回目接種)：
5～11歳の者

     を追加

 

令和４年秋開始接種（オミクロン株
対応ワクチン接種）：
初回接種完了の12歳以上の者

※令和４年秋開始接種を受けた者は、
第一期・第二期追加接種の対象者か
ら除く

①初回接種

②令和４年秋開始
接種（オミクロン
株対応ワクチン接
種）

★初回接種：
 生後6月以上の者

期間 令和4年9月6日
～

令和4年9月30日

令和4年9月20日
～

令和5年3月31日

令和4年10月13日
～

令和5年3月31日

令和4年10月24日
～

令和5年3月31日

ワクチン 第一期追加接種(3回目
接種)を行う場合に追加
★小児用ファイザー社
ワクチン
※12歳以上の者に行う
接種には使用不可

（1）モデルナ社ワクチン
（オミクロン株対応ワクチン）
（2）ファイザー社ワクチン
（オミクロン株対応BA.1ワクチン）

※12歳から17歳までは(1)は使用不可

①（3）アストラゼネ
カ社ワクチンの削除

②（3）ファイザー社
ワクチン
（オミクロン株対応
BA.4/5ワクチン）の
追加

★乳幼児用(生後6か月～
4歳)ファイザー社ワクチ
ン
※1回目の接種時におい
て生後6月以上5歳未満
の者に行う接種に使用
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２．箕面市新型コロナウイルスワクチン接種 全体スケジュール
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２．箕面市新型コロナウイルスワクチン接種 全体スケジュール
令和4年度

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

 コールセンターの

 設置

1･2回目

3回目

4回目

5回目

 医療従事者

 ６５歳以上高齢者
（R3年度65歳到達者）

基礎疾患がある人

高齢者施設従事者

一般

（60歳～64歳）

一般

（16歳～59歳）

一般

（12歳～15歳）

小児

（5歳～11歳）

乳幼児

（６か月～４歳）

接種

（クーポン）券

の発送

5歳分発送 5歳分発送 

4回目接種

１

4回目接種

5歳分発送 5歳分発送 5歳分発送 5歳分発送 

, 1∼3回目接種は実施期間内でワクチンの供給状況に応じて接種

4回目接種（18～59歳）

R3.12月R4.1月

3回目接種者発送 

１,２回目接種

１,２,３回目接種

オミクロン株対応ワクチン

4回目接種（18歳以上）

4回目接種

１ １,２回目接種

5歳分発送 

R3.12月R4.1月

3回目接種者発送 
R4.2月

3回目接種者発送 

R4.3月

3回目接種者発送 

オミクロン株対応ワクチン（BA.1BA.4/5)

オミクロン株対応ワクチン（BA.1BA.4/5)

オミクロン株対応ワクチン（BA.1BA.4/5)

オミクロン株対応ワクチン

オミクロン株対応ワクチン

3回目接種

4回目接種 オミクロン株対応ワクチン

６か月～４歳分発送 ６か月発送 ６か月発送 ６か月発送 ６か月発送
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〇初回接種（1・2回目接種）接種回数見込み

対象区分
2回目接種
見込

接種率 接種回数 対象区分
2回目接種
見込

接種率 接種回数 対象区分
2回目接種
見込

接種率 接種回数

５歳～11歳 ５歳～11歳 ５歳～11歳 900人 50% 450回

12歳～17歳 12歳～17歳 4,000人 50% 2,000回 12歳～17歳 4,000人 50% 2,000回

18歳～19歳 2,248人 70% 1,573回 18歳～19歳 2,248人 60% 1,349回 18歳～19歳 2,248人 60% 1,349回

20歳～29歳 10,758人 70% 7,530回 20歳～29歳 10,758人 60% 6,455回 20歳～29歳 10,758人 60% 6,455回

30歳～39歳 12,195人 75% 9,146回 30歳～39歳 12,195人 60% 7,317回 30歳～39歳 12,195人 60% 7,317回

40歳～49歳 18,849人 78% 14,702回 40歳～49歳 18,849人 60% 11,309回 40歳～49歳 18,849人 60% 11,309回

50歳～59歳 17,480人 78% 13,634回 50歳～59歳 17,480人 70% 12,236回 50歳～59歳 17,480人 70% 12,236回

60歳～64歳 7,035人 95% 6,683回 60歳～64歳 7,035人 80% 5,628回 60歳～64歳 7,035人 80% 5,628回

65歳以上 33,038人 100% 33,038回 65歳以上 33,038人 95% 31,386回 65歳以上 33,038人 95% 31,386回

計 101,603人 計 86,306回 計 105,603人 計 77,680回 計 106,503人 計 78,130回

3回目　接種計画

当初見込み 接種見込み 接種見込み

対象外
対象外
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〇追加接種（３回目接種）接種回数見込み
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〇追加接種（4回目接種）接種回数見込み
               
  4回目 接種計画

  当初見込み 接種見込み

  対象区分 3回目接種
見込 接種率 接種回数 対象区分 3回目接種

見込 接種率 接種回数

  12歳～17歳 対象外 12歳～17歳 対象外

  18歳～19歳

3,000人 80% 2,400回

18歳～19歳

3,000人 80% 2,400回

  20歳～29歳 20歳～29歳

  30歳～39歳 30歳～39歳
  40歳～49歳 40歳～49歳

  50歳～59歳 50歳～59歳
  60歳～64歳 6,000人 70% 4,200回 60歳～64歳 6,000人 70% 4,200回
  65歳以上 31,500人 88% 27,720回 65歳以上 31,500人 88% 27,720回
  医療従事者

高齢者施設職員 対象外 医療従事者
高齢者施設職員 3,000人 88% 2,640回

  計 40,500人 計 34,320回 計 43,500人 計 36,960回
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３．箕面市新型コロナワクチン接種計画

〇令和４年秋開始接種
オミクロン株対応ワクチン接種回数見込み

（3回目～５回目接種）
       
      ＊R4.9.15現在

  オミクロン株対応ワクチン 接種計画

  当初見込み

  対象区分 見込 接種率 接種回数

  3回目接種 27,926人 60% 16,755回

  ４回目接種 58,173人 60% 34,903回

  ５回目接種 29,250人 85% 24,862回

  計 115,349人 計 76,520回

       

〇乳幼児（６か月～４歳）ワクチン接種
接種回数見込み

     ＊R4.9.30現在

  乳幼児接種

  当初見込み

  対象区分 R4.9.30
人口 接種率 接種回数

（1～3回接種）

  ６か月 410人 20% 82回

  １歳 1,030人 20% 206回

  ２歳 1,130人 20% 226回

  ３歳 1,230人 20% 246回

  ４歳 1,300人 20% 260回

  計 5,100人 計 1,020回

   3回接種⇒ 3,060回



接 種 対 象 者：＊１6歳以上  122,553人 （高齢者 36,016人 一般 86,537人）
                            ＊令和３年５月31日付けにて16歳以上から12歳以上に変更
           ＊令和4年2月21日付けにて5歳∼11歳の小児用接種追加
接   種   率 ： 75.1％
必要接種回数 ： 184,161回
接  種  会  場  ：診療所 約60か所、病院 5病院、公共施設 3か所 
接  種  期  間  ：令和３年 4 月 ～ 令 和 5 年 3 月 （ 予 定 ）

３．箕面市新型コロナワクチン接種計画
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〇1・2回目接種

〇３回目追加接種
接 種 対 象 者： ＊18歳以上 2回目接種から6∼8か月以上経過した者
   ＊令和4年3月25日付けにて18歳以上から12歳以上に変更
   ＊令和4年5月25日付けにて、2回目接種から5か月以上経過した者（武田社ワクチン(ﾉﾊﾞﾊﾞｯｸｽ)は6か月以上経過した者)
           ＊令和4年9月6日付けにて5歳∼11歳の小児用接種追加（2回目接種から5か月以上経過した者）
接   種   率 ： 85％
必要接種回数 ： 約86,400回
接  種  会  場  ：診療所 72か所、病院 5病院、公共施設 3か所 
接  種  期  間  ：令和３年12月～令 和 5 年 3 月 （ 予 定 ）
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〇４回目追加接種
接 種 対 象 者： ３回目接種から5か月以上経過した者のうち、
        ・60歳以上の者・18歳∼59歳の基礎疾患等を有する者
       ＊令和４年7月22日付けにて18～59歳の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者を追加

接   種   率 ： 85％
必要接種回数 ： 約34,400回
接  種  会  場  ：診療所 72か所、病院 5病院
接  種  期  間  ：令和4年5月25日～令和4年 9 月 （ 予 定 ）

〇令和４年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）
接 種 対 象 者： 初回接種完了の12歳以上の者で、前回接種から5か月以上経過した者
       
接   種   率 ：  66.3％
必要接種回数 ： 約76,520回
接  種  会  場  ：診療所 69か所、病院 5病院、公共施設 1か所
接  種  期  間  ：令和4年9月20日～令和5 年 3 月 （ 予 定 ）
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接種対象・優先接種順位等

■国基準
1. 医療従事者（大阪府が実施）
2. 65歳以上の高齢者
3. 60歳～64歳、2以外の基礎疾患を有するかた、高齢者等施設従事者
4．16歳以上
5．12歳～15歳（令和3年8月2日 対象に追加）
6．  5歳～11歳（令和4年2月21日 対象に追加）
■優先予約 
7．新型コロナウイルスによる自宅療養者等へのサービス提供意向のある
  高齢・障害の居宅・訪問等のサービス事業所の従事者
8．妊婦及びパートナーとその同居の家族（大阪青山大学職域接種にて）
9．高校及び大学等の受験生

〇接種対象 箕面市に居住する5歳以上のかた
〇優先接種順位等（１回目・２回目接種）



○基礎疾患ありの高齢者を優先予約【個別接種】

  個別接種では、５月のワクチン予約開始から約３週間をめどに高齢者のかたのうち、基
  礎疾患のあるかたの主治医での優先予約期間とします。

  ○施設入所予定者、短期入所療養介護利用予定者への優先予約【個別接種】

  個別接種では、要介護状態で２ヶ月以内に入所系のサービス開始が予定されている高齢
  者のかたの優先予約を「基礎疾患ありの高齢者」と同じ期間とします。
  上記で、往診医が接種する場合、ワクチンロスを減らす観点から、近隣の高齢者に同時
  接種のご協力をいただくことがあります。

○75歳以上高齢者の優先予約【集団接種】
  
  集団接種では、基礎疾患の有無にかかわらず、ワクチン予約開始から約3週間をめどに 
  75歳以上のかたの優先予約期間とします。
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４．ワクチンの接種対象・優先接種順位の考え方
〇1・2回目接種
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〇３回目接種
 ■優先接種の順位はありません。
 ■2回目接種完了から概ね８ヶ月以上(※)経過したかたからの接種となりま
  す。
  ※令和4年5月25日から5か月以上に変更

 ■対象年齢は、ファイザー社製ワクチンの3回目接種の薬事承認の年齢を  
  踏まえ、まずは18歳以上のかたになります。令和4年3月25日からは12
  歳以上のかたになり、令和4年9月6日からは小児用接種の5～11歳も追
  加になりました。
  ・医療従事者から接種開始したため、3回目接種開始も医療従事者から。
  ・令和3年12月から開始できるよう体制整備を図ります。
  ・高齢者接種は、令和4年１月から。ただし、１・2回目接種が高齢者
   施設から開始していることから、施設入所のかたから３回目接種
   となります。 



４．ワクチンの接種対象・優先接種順位の考え方
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〇4回目接種
 ■優先接種の順位はありません。
 ■3回目接種完了から5か月以上経過したかたのうち、以下の条件のかた   
  が接種対象となります。
 ■対象者は、60歳以上のかた
       18歳∼59歳の基礎疾患等を有するかたになります。         
  ※令和4年7月22日から18～59歳の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者を追加

  
〇令和4年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）
 ■現行の4回目接種対象となっているかたで、当該接種を未接種のかたを
  優先。
 ■前回接種完了から5か月以上経過したかたのうち、以下の条件のかたが   
  接種対象となります。
 ■対象者は、初回接種完了の12歳以上のかた

  



○「かかりつけ医」のいる診療所での個別接種をメインに
 市内約60か所以上の診療所での接種体制

○市内5病院と３か所の公共施設（ライフプラザ他）
 病院では、月曜から土曜日まで毎日実施(病院毎に接種日が異なります）
 公共施設では、土曜日・日曜日に実施

新たな感染症に対する新たなワクチンだからこそ
       安心  と  わかりやすさ をめざします   

安心１ 基礎疾患のあるかたは、できるだけかかりつけ医で

安心２ 働く世代にも安心 土日開催の集団接種

19

５．箕面市の接種体制

補　完 国・府による大規模接種、大学、企業などによる職域接種



○ワクチンの供給状況による接種体制の変更などを市民安全メール 
 やLINEなどで迅速に情報提供。
〇ネット環境がない場合も個別通知、広報紙（全戸配布チラシ）で 
 速やかに周知。

○Ｗｅｂ・ＬＩＮＥでは、簡単で、個人が特定されない情報入 
 力で予約できるシステムを構築。
○Wｅｂ環境がなくても、コールセンターで予約可能。
 （祝日を除く月曜日～土曜日  9時～17時まで ）

新たな感染症に対する新たなワクチンだからこそ
       安心  と  わかりやすさ をめざします   

わかりやすさ１ きめ細やかな広報での周知

わかりやすさ２ ＷｅｂとＬＩＮＥとコールセンターでの予約対応

20

５．箕面市の接種体制



箕面市

個別接種：７５医療機関

集団接種：２医療機関

集団接種：３公共施設
※４回目接種では実施しません
※R4秋開始接種ではライフプラ
　ザ1か所で実施

○多くの市内医療機関の協力により、
接種会場が市内にバランス良く配置。

○基礎疾患やかかりつけ医のあるかた
は個別医療機関で。かかりつけ医のな
いかたにも集団接種会場の設置により
接種可能。
※４回目追加接種以降も同規模で実施
予定

21

集団接種と個別接種のベストミックス

５．箕面市の接種体制

※



５．箕面市の接種体制

22

〇1・2回目接種

■必要接種回数179,590回

■接種能力回数185,796回
　・かかりつけ医での接種
　　　　　　(試算ベース）　
　　　　　　　115,200回
　・集団接種会場(最大）

　　　　　　　70,596回

※市の集団接種3会場
　市内5病院
　市内64医療機関
　の接種で必要回数を賄える
　見込み



■必要接種回数　86,400回

■接種能力回数
　・個別医療機関での接種
　　　　　　(試算ベース）　
　　　　　　　　61,000回
　・集団接種会場(最大）

　　　　　　　 79,200回
※市の集団接種3会場
　市内5病院
　市内72医療機関
※3月、4月に国・府による
　大規模接種会場の実施がなけ　
　れば、接種券発送時期の調整
　により、期間内の接種が完了
　できる見込み。

５．箕面市の接種体制
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〇３回目追加接種

1・2回目 R3.4月まで R3.5月 R3.6月 R3.7月 R3.8月 R3.9月 R3.10月 R3.11月 R3.12月 R4.1月

３回目 R3.12月 R4.1月 R4.2月 R4.3月 R4.4月 R4.5月 R4.6月 R4.7月 R4.8月 R4.9月

12歳～17歳

18歳～19歳 1,990人 258人 70% 1,573回 回 3回 10回 126回 311回 566回 472回 61回 12回 12回 1,573回

20歳～29歳 9,519人 1,239人 70% 7,530回 180回 220回 289回 1,159回 1,847回 2,138回 1,505回 76回 58回 58回 7,530回

30歳～39歳 10,791人 1,404人 75% 9,146回 272回 333回 445回 1,677回 1,882回 2,410回 1,918回 78回 66回 66回 9,146回

40歳～49歳 16,669人 2,180人 78% 14,702回 344回 497回 677回 2,928回 3,014回 3,966回 2,047回 394回 417回 417回 14,701回

50歳～59歳 15,457人 2,023人 78% 13,634回 280回 500回 601回 3,541回 3,163回 3,320回 1,237回 217回 388回 388回 13,634回

60歳～64歳 6,209人 826人 95% 6,683回 86回 165回 254回 2,154回 2,655回 555回 264回 230回 160回 160回 6,683回

65歳以上 33,038人 人 100% 33,038回 122回 610回 14,744回 13,931回 2,802回 481回 234回 114回 回 33,038回

93,673人 7,930人 85% 86,306回 ① 1,284回 2,328回 17,020回 25,516回 15,674回 13,436回 7,677回 1,170回 1,100回 1,100回 86,305回

集団接種 ②=①*0.3 385回 698回 5,106回 7,655回 4,702回 4,031回 2,303回 351回 702回 330回 26,264回

個別接種 ③＝①*0.7 899回 1,630回 11,914回 17,861回 10,972回 9,405回 5,374回 819回 398回 770回 60,042回

最大接種回数（A)との差 集団接種④ B－② 7,535回 7,222回 2,814回 265回 3,218回 3,889回 5,617回 7,569回 7,218回 7,590回 52,937回

個別接種⑤ A－③ 14,988回 14,257回 3,973回 -1,974回 4,915回 6,482回 10,513回 15,068回 15,489回 15,117回 -44,155回

全体の過不足 22,523回 21,479回 6,787回 -1,709回 8,133回 10,371回 16,130回 22,637回 22,707回 22,707回 8,782回

⑥3回目接種意向調査結果　個別医療機関の平均接種回数　12,032回 　最大接種回数　15,887回-A 

参考：　R3.6-9までの個別医療機関の平均接種回数　8,154回 　最大接種回数　11,165回

4回 5,317回 338回 1,068回 166回 6,893回

1,412回 780回 543回 694回 3,429回

3回 1,504回 5,048回 1,747回 3,215回 11,517回
⑥－④＋⑤ 1,166回 5,994回 7,863回 5,951回 8,971回 29,945回

◆集団接種会場１

場所 月あたり接種回数 週あたり接種回数 医師 看護師 薬剤師 事務員

1 ライプラ 960回 240回 3 11 4 11

960回 240回 2 10 3 11

2 東学C（月曜休館） 960回 240回 3 11 4 11

960回 240回 2 10 3 11

3 西南学C（月曜休館） 960回 240回 3 11 4 11

960回 240回 2 10 3 11

4 照葉の里 1,440回 360回

5 巽今宮病院 720回 180回

計 7,920回 -B 15 63 21 66

接種回数

ファイザーワクチン

モデルナ

アストラゼネカ

対象外

集団接種と個別接種の割合（3：7）

国の大規模接種センター

府の大規模接種センター

職域等

★１　国・府の大規模接種センターが実施された場合⇒市の不足する7月分（2,207回）は、翌月8月接種で賄える。

★2　国・府の大規模接種センターが実施されない場合⇒市の不足する7月分（2,207回）は賄えない。

必要な人員数
接種回数の計算

土：20人×4時間×3列×1日間

日：20人×6時間×2列×1日間

土：20人×4時間×3列×1日間

日：20人×6時間×2列×1日間

土：20人×4時間×2列×1日間

日：20人×6時間×2列×1日間

360人/週（90人×4日）

180人/週（60人×3日）

人員数の計

年齢

2回目接種済
予定者数

（R3.11.18実績）

ア

見込み
7,930回分を

アの率で按分

イ

接種率

ウ

接種回数

（ア∔イ）×ウ

合計

⑥

〇接種回数 61,000回を76医療機関で接種する場合、1医療機関、1日あたりの回数は、1ヶ月25日接種するとして 4回/日 4回×25日×76医療機関×10か月＝76,000回

86,400回接種を想定

8月に繰り延べする



５．箕面市の接種体制
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〇4回目追加接種

■必要接種回数　　
　　　　　34,400回

■接種能力回数
・個別医療機関での接種

　　　　(試算ベース）　
　　　　　77,630回　
・集団接種会場(最大）

　　　　　 9,600回
※市内5病院
　市内72医療機関
※期間内の接種が完了　
　できる見込み。
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５．箕面市の接種体制
〇R4秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）

■必要接種回数　　
　　　　 76,640回

■接種能力回数
・個別医療機関での接種

　　　　(試算ベース）　
　　　　　80,600回　
・集団接種会場(最大）
　　　　　 18,194回

※市の集団接種１会場
　市内5病院
　市内69医療機関
※期間内の接種が完了　
　できる見込み。

接種月 R4.9月 R4.10月 R4.11月 R4.12月 R5.1月 R5.2月 R5.3月

前接種月 R4.4月 R4.5月 R4.6月 R4.7月 R4.8月 R4.9月 R4.10月

３回目接種 対象者 12歳以上 2,444回 2,469回 2,426回 2,386回 2,400回 2,400回 2,375回 16,900回

４回目接種 対象者 12歳以上 9,240回 11,950回 5,040回 4,100回 2,100回 1,230回 1,230回 34,890回

５回目接種 対象者 12歳以上 回 回 1,100回 10,450回 11,000回 2,300回 回 24,850回

11,684回 14,419回 8,566回 16,936回 15,500回 5,930回 3,605回 76,640回

接種体制

個別医療機関 7,700回 7,900回 13,000回 13,000回 13,000回 13,000回 13,000回 80,600回
集団接種 ライプラ 2,880回 3,475回 3,475回 9,830回

東
西南

巽今宮 672回 672回 672回 672回 672回 672回 672回 4,704回
照葉の里 540回 540回 480回 480回 540回 540回 540回 3,660回

ア 大規模接種会場
イ 市外接種（職域含む）

計：B 8,912回 9,112回 17,032回 17,627回 17,687回 14,212回 14,212回 98,794回
★ 過不足C:B-A -2,772回 -5,307回 8,466回 691回 2,187回 8,282回 10,607回 22,154回

ア 大規模接種 ：5,200回  イ 市外接種 ：9,500回 ⇒ア+イ＝ 14,700回 －ウ
※ C 9-10月の不足回数は、ウの大規模接種会場分で賄える見込み

計：A



６．箕面市ワクチン等の配送システム

ワクチンオーダー

ワクチンオーダー

市内医療機関

市内集団接種実施５病院

集団接種会場
（西南・東生涯学習センター）

針・シリンジ

〈卸
倉庫
〉

〈ファイザー社・モデルナ社〉

国内倉庫

ワクチン・生食

〈ファイザー社〉

-７５℃超低温保管
ワクチン発送

冷凍での配送

基本型接種施設
・ワクチン分配作業
・ワクチン、注射針、シリンジ等を
　オーダー毎にセット

〈５台のディープフリーザー〉

基本型接種施設に相当

委託事業者　
倉庫

超低冷凍で2ヶ月
程度保管可能

冷凍での配送

-２０±５℃低温
保管ワクチン発
送

〈２台のディープフリーザー〉

超低冷凍で2ヶ月
程度保管可能

ライフプラザ
（箕面市総合保健
　　　福祉センター）

冷蔵での配送

２～８℃移送

基本型接種施設に相当

〈卸倉庫〉

基本型接種施設から冷凍で配送することで、各医療機関で１４日間冷凍保管＋その後１月間冷蔵保存が
でき、予約管理やワクチンロスに柔軟に対応が可能。
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７．周知・相談・広報

1．事前周知
　　

市広報紙、市ホームページ、市民安全メール・
LINEでの周知を活用

2．接種券等の発送
　　

接種券・予診票の送付時に併せてチラシを配布

3．予約方法・接種機関
　の周知

「コロナワクチンナビ（V-SYS)」、市広報紙、市
ホームページ、高齢者向け個別通知で市民に周知

27

4．予約開始
　　

①個別医療機関：各診療所へ直接予約
②集団接種会場：予約専用電話、Wｅｂ・LINEで
予約（1・2回目は、１回目・2回目を同時予約）



　　　

令和3年2月26日に設置。
新たな情報や確定事項に速やかにご案内

　　　

・個別通知やホームページで４
言語（英、中、韓国・朝鮮、ベ
トナム）に対応。
・多言語対応遠隔通訳サービス 
で集団接種会場でもリアルタイ
ムで対応

3月19日個別通知同封物裏面

 多言語対応

　　　

・集団接種会場の表示をユニ
バーサルデザイン化
・手話通訳等の支援サービス
を紹介

 合理的配慮

コールセンター

28

７．周知・相談・広報
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区分 相談内容 問い合わせ先 電話番号等

市 集団接種の予約、接種医療機関、
接種券（クーポン券）の再発行、
健康被害救済制度等に関すること

市新型コロナワクチンコールセン
ター

【予約専用】
 0120-580-480
【お問い合わせ専用】
 072-727-6865
（祝日を除く月～土 9:00～17:00）

府 副反応等、医療に関すること 府コールセンター 電話：0570-012-336
   06-6635-2047
（24時間可、年末年始は除く）
FAX：06-6641-0072
（聴覚障害のあるかた）

府が実施する大規模接種に関する
こと

大阪府心斎橋接種センター専用コー
ルセンター

大阪府ホテルプリムローズ大阪接種
センター(マサキここちクリニック）

電話：06-6226-8180
（毎日、8:30～20:30）

電話：06-6910-1951
（祝日を除く月～土 9:00～18:00）

国 コロナワクチン施策に関すること 厚生労働省新型コロナワクチンコー
ルセンター

電話：0120-761-770
（毎日、9:00～21:00）

国（防衛省・自衛隊）が行う大規
模接種に関すること(オミクロン
株対応ワクチン接種)

自衛隊大阪大規模接種センター専用
お問い合わせ窓口

電話：0120-296-567
（毎日：8:00～18:00）

ワクチ
ンメー
カー

ファイザー社製ワクチンに関する
こと

ファイザー新型コロナウイルスワク
チン専用ダイヤル

電話0120-146-744
（平日・土曜日、9:00～20:00）

７．周知・相談・広報



市チラシ表

７．周知・相談・広報
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区分 相談内容 問い合わせ先 電話番号等

(ワクチ
ンメー
カー)

モデルナ社製ワクチンに関すること 武田薬品工業㈱くすり相談室 電話0120-566-587
（平日、9:00～17:30）

アストラゼネカ社製ワクチンに関すること アストラゼネカ製品に関するお問い合わせ 電話0120-119-703
（平日、9:00～17:30）

武田社製ワクチン(ﾉﾊﾞﾊﾞｯｸｽ)に関すること 武田薬品工業㈱くすり相談室 電話0120-566-587
（平日、9:00～17:30）



国チラシ

７．周知・相談・広報
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８．予約方法

ワクチンの接種間隔に合わせ1人2回の接種予約が１度のアク
セスで可能に。

入力項目を最小限にし、インターネットに不慣れな世代にも
優しい仕様と個人情報セキュリティにも対応。

LINE・Web予約

住 民
① Web予約

② LINE予約

③ 電話予約

予約する

予約希望日
月を選択してくだ
さい。

5月
6月

5月

予約希望日
ワクチン接種日を
選択してください。
５月２６日(水)

５月２７日(木)

５月２９日(土)

○予約方法
・Web・LINE予約は24時間対応。
・使用しやすいツールを選び、市内公 
 共機関3施設、２病院の予約が可能。
・1回目予約時に接種間隔に合わせた2回
目接種日も同時に予約。
・予約キャンセル機能あり。
 （2回目接種変更はコールセンター
  対応）
・個別医療機関は、電話・来所等で予約。 32

【1・2回目接種】



８．予約方法

ワクチンナビを活用した個別接種機関の予約状況を公開し、
ネット環境がない方にコールセンターで、予約状況をご案内。

入力項目を最小限にし、インターネットに不慣れな世代にも
優しい仕様と個人情報セキュリティにも対応。

LINE・Web予約

住 民

① Web予約

② LINE予約

③ 電話予約

予約する

予約希望日
月を選択してくだ
さい。

5月
6月

5月

予約希望日
ワクチン接種日を
選択してください。
５月２６日(水)

５月２７日(木)

５月２９日(土)

○予約方法
・Web・LINE予約は24時間対応。
・使用しやすいツールを選び、市内公 
 共機関3施設、２病院の予約が可能。
（４回目接種は市内公共機関3施設での集団接種は実
施しません。令和４年秋開始接種は11月からライフプ
ラザでの集団接種を開始します。）
・予約キャンセル機能あり。
・個別医療機関は、ワクチンナビでまず    
   は予約状況を確認後に、電話・来所等  
   で予約。 33

【3・４回目接種、令和４年秋開始接種】



９．集団接種について【公共施設】

○接種会場
  ・ライフプラザ
  ・西南生涯学習センター
  ・東生涯学習センター

○１・２回目：5/12から接種開始（最大の体制）

 曜日 接種時間 1会場あたり

平日(水・木） 　13：30～15:30 １回　　８４人

土曜日 　13：30～17:30 １回　２４０人

日曜日(午前） 　10：00～13:00 １回　１２０人

日曜日(午後） 　14：00～17:00 １回　１２０人
34

〇ワクチンの種類
・令和3年5月からファイザー社製
・令和3年10月から武田/モデルナ社製

【１・２回目の集団接種】
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９．集団接種について【公共施設】

○接種会場
  ・ライフプラザ
  ・西南生涯学習センター
  ・東生涯学習センター

○３回目：令和４年2月から開始

 曜日 接種時間 1会場あたり

土曜日 　13：30～17:30 １回　２４０人

日曜日(午前） 　10：00～13:00 １回　１２０人

日曜日(午後） 　14：00～17:00 １回　１２０人

35

〇ワクチンの種類
・武田/モデルナ社製

【3回目の集団接種】

 ※状況に応じて拡大、縮小、休止の場合があります。
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９．集団接種について【公共施設】

○接種会場
  市内公共施設３会場での実施なし
  （・巽今宮病院、・照葉の里箕面病院のみ）

36

〇ワクチンの種類
・ファイザー社製・武田/モデルナ社製の2種類

【4回目の集団接種】

【オミクロン株対応ワクチンの集団接種】
○接種会場
  市内公共施設はライフプラザでの実施
  （11月は土日、12月～は水木土日）

〇ワクチンの種類
・ファイザー社製・モデルナ社製の2種類（予定）

 曜日 接種時間 1会場あたり

平日(水・木） 　13：30～15:30 １回　　９０人

土・日曜日(午前） 　10：00～13:00 １回　１８０人

土・日曜日(午後） 　14：00～17:00 １回　１８０人



９．集団接種について【公共施設】

○流れ
 ①受付・検温
 ②予診確認（予診票の記載漏れ確認）
 ③予診・問診
 ④接種
 ⑤経過観察 
 ⑥接種済証発行

・④～⑥は同じスペース
・着衣により肌の露出がある
 ことから、男女別にブース
 を設置

看
看

看

事 事

出
口

事
看
看接種   経過観察

事接種
済証発行

 
看
観察

出口

看

看

接種   経過観察

観察

接種
済証発行

出口

看
薬

希釈・
薬液
充填

事入口 入口
場内案内

医

看

医
看

入
口

 受付・検温

事

予診の待合 予診確認

事
予診・問診

事 男女振分け

場内案内

事
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①②

③

④ ④⑤ ⑤

⑥ ⑥



○箕面市新型コロナワクチンロス対策基本方針（令和3年6月1日策定）

１０．ワクチンロス対策

 ・体調不良により、接種予約のキャンセルが生じた際のワクチン廃棄を防ぐために、新型
コロナワクチンロス対策基本方針を策定しました。
・下記名簿を集団接種会場、個別医療機関会場別に被接種者の区分と順番を定めました。
   ※接種については、以下の対象者のうち、年齢等が接種対象であり住民票のある市町村から接種券が届いたかたを要件 
 に追加しています。
 

38

■集団接種会場
 １．各会場に従事する医療従事者等
 ２．被接種者の付き添い者
 ３．市民キャンセル待ち名簿登録者
 ４．市職員等待機者（エッセンシャルワーカー職場を優先）
   ①消防職員
   ②保育所・幼稚園・小中学校教職員
   ③環境クリーンセンター職員
   ④ ①②③以外の職員
   （各職員は年齢の降順を基本とする。）

■個別医療機関会場
   １．当該接種医療機関の職員
 ２．当該接種医療機関のキャンセル待ち名簿登録者
 ３．被接種者の付き添い者
 ４．院外処方対応の薬局職員
 ５．当該接種医療機関のかかりつけ患者
 ６．当該接種医療機関の翌々日以降の予約済み者
 ７．市民キャンセル待ち名簿登録者
 ８．市役所職員等待機者（エッセンシャルワーカー職場を優先）
   ①消防職員
   ②保育所・幼稚園・小中学校教職員
   ③環境クリーンセンター職員
   ④ ①②③以外の職員
   （各職員は年齢の降順を基本とする。）



１１．副反応・健康被害救済制度
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〇副反応について
・接種が進められている新型コロナワクチン（ファイザー社及び武田/モデルナ社の
ワクチン）は、非常に高い効果がありますが、接種後、体内で新型コロナウイルス
に対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。

  症状        （ファイザー社ワクチン／初回接種分）

50％以上 接種部位の痛み、疲労、頭痛

10-50％ 筋肉痛、悪寒、下痢、発熱、接種部位の腫れ

1-10％ 吐き気、嘔吐

＊こうした症状の大部分は、接種
の翌日をピークに発現することが
多いですが、数日以内に回復して
いきます。

・ごくまれですが、軽症の心筋炎・心膜炎を発症した例が報告されています。
・ワクチンを接種した後、数日以内に、胸痛、動悸、息切れ、むくみなどの症状があれば、
すぐに医療機関を受診してください。その際、必ずワクチンを接種したことを伝えてください。 
・発症の報告では、特に若い男性で2回目の接種後数日以内に発症する例が多い傾向があります。 
心筋炎と診断された場合、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって回復する
とされています。



○箕面市での新型コロナワクチン接種によ
るアナフィラキシーへの対応として、箕面
市立病院の協力体制を構築

・市立病院ER医師による対応資料の提供
・集団接種及び個別接種における後送支援
・遅発副反応に対する支援
・集団接種会場では、体調不良による急変 
 者へ対応できるよう、休養スペースの
 確保や救急医薬品、AEDを設置  

40

１１．副反応・健康被害救済制度



１１．副反応・健康被害救済制度

集団接種会場で、
副反応を考慮した
接種体制の工夫

　　

予診医師がリスクから経過観察の必要な時間を判
断し色分けすることで、会場スタッフが経過観察
時間を共有

被接種者の座席を接種者（看護師）が回ることで、
被接種者が接種直後に移動せず経過観察が可能

会場を出る時に予診票を回収することで、経過観
察中の急変時にも、基本情報の把握や予診医師へ
の連絡･対応を迅速に実施

接種と経過観察を同一スペースにすることで、看
護師が複数配置され、接種後の急変に迅速に対応

41



１１．副反応・健康被害救済制度
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〇接種した日の注意点

・当日接種会場で、ワクチンを接種した後は、15分以上は接種会場
で座って様子を見てください。
・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
ことのあるかたなどは、30分ほどお待ちいただくことがあります。
・激しい運動は控えてください。
・接種部位は清潔に保ちましょう。当日の入浴は問題ありませんが、
注射した部位は強くこすらないようにしてください。



43

１１．副反応・健康被害救済制度

〇健康被害救済制度

・予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるもので
すので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が
認定された方を迅速に救済するものです。

・予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害
が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村に
より給付が行われます。

・申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた市町村になります。
（労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会に
より、因果関係に係る審査が行われます。）
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１１．副反応・健康被害救済制度

〇予防接種健康被害調査委員会

・市が設置する予防接種健康被害調査委員会は、予防接種についての専門医師、保
健所職員、地域の医師会や市の代表等により構成しています。

・市町村は、申請があった場合は、内容を調査の上、国に進達します。

・国は「疾病・障害認定審査会」で審査し、認定又は否認が市町村に通知があり、
それを受け市町村が医療費等の給付・不支給をを決定します。
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１２．災害時の対応

〇警報・災害時の新型コロナワクチン集団接種会場の中止の判断基準
 （1,2回目接種）

【中止の基準】 

＊ただし、決定時間以後に接種実施時間中の気象状況等が悪化する恐れがある場合
は、急遽中止となる場合があります。

＊中止の場合は、市民安全メール、LINE、ホームページ、電話により周知します。 
接種時間内は、各会場に地域保健室職員が出向いて来館者への対応を行います。 

区分 接種曜日 決定時間 判断基準

風水害
水曜日・木曜日

当日の午前11時現在 ・暴風警報
・暴風雪警報
・特別警報

土曜日

日曜日 当日の午前7時現在

地震
水曜日・木曜日

当日の午前11時現在 ・震度5弱発生に
 伴う避難所開設時土曜日

日曜日 当日の午前7時現在
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１２．災害時の対応

〇警報・災害時の新型コロナワクチン集団接種会場の中止の判断基準
 （3回目接種）

【中止の基準】 

＊ただし、決定時間以後に接種実施時間中の気象状況等が悪化する恐れがある場合
は、急遽中止となる場合があります。

＊中止の場合は、市民安全メール、LINE、ホームページ、電話により周知します。 
接種時間内は、各会場に地域保健室職員が出向いて来館者への対応を行います。 

区分 接種曜日 決定時間 判断基準

風水害 土曜日 当日の午前11時現在 ・暴風警報
・暴風雪警報
・特別警報日曜日 当日の午前7時現在

地震 土曜日 当日の午前11時現在 ・震度5弱発生に
 伴う避難所開設時

日曜日 当日の午前7時現在
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１２．災害時の対応
〇警報・災害時の新型コロナワクチン集団接種会場の中止の判断基準
 （オミクロン株対応ワクチン接種）

【中止の基準】 
区分 接種曜日 決定時間 判断基準

風水害
水曜日・木曜日 当日の午前11時現在 ・暴風警報

・暴風雪警報
・特別警報土曜日・日曜日 当日の午前7時現在

地震
水曜日・木曜日 当日の午前11時現在 ・震度5弱発生に

 伴う避難所開設時土曜日・日曜日 当日の午前7時現在

＊ただし、決定時間以後に接種実施時間中の気象状況等が悪化する恐れがある場合
は、急遽中止となる場合があります。

＊中止の場合は、市民安全メール、LINE、ホームページ、電話により周知します。 
接種時間内は、会場に地域保健室職員が出向いて来館者への対応を行います。 



１３．接種済証明書・接種証明書（ワクチンパスポート）

48

〇国内でのワクチン接種済を証明するには
 ・国内で、接種済みであることを示すものとしては、「新型コロナワクチン予防接種済証（臨
  時）」があります。
 ・これは、ワクチンを接種された際に、ワクチンのロットシールを接種券に貼り付け、ご本人
  にお返ししています。
  ＊ただし、医療従事者等で、接種券付き予診票にて接種されたかたは、「新型コロナワクチ
   ン接種記録書」がその代わりとなります。
〇「新型コロナワクチン予防接種済証（臨時）」を紛失された場合
 ・「新型コロナワクチン予防接種済証（臨時）」は、本人控えであり、紛失されたからと
  いって、必ずしも再発行が必要なものではありません。
 ・しかし、提示を求められた等で再発行を希望される場合には、申請により「新型コロナワク
  チン予防接種済証明書（臨時）」を手数料（1通300円）納入確認後に交付します。
 ・また、医療従事者等、「新型コロナワクチン接種記録書」をお持ちのかたで、「新型コロナ
  ワクチン予防接種済証明書（臨時）」の発行を希望される場合は、申請により無料で発行します。 
〇対象となるかた
 ・接種日当日に箕面市に住民票があるかた、または「一時帰国者」などで、箕面市発行の接種
  券を使用しワクチン接種を行ったかたです。

（１）接種済証明書（国内利用）



１３．接種済証明書・接種証明書（ワクチンパスポート）
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（２）接種証明書（ワクチンパスポート）【海外用】及び【国内用】
〇【海外用】
 ・渡航の際に、入国時の防疫措置緩和（隔離や検査の免除）等を受けることができる、  
  英語表記の接種証明書（ワクチンパスポート）を紙もしくは電子（アプリ）で発行します。
   ※一部の国・地域において公共施設、レストラン等への立入りに際して同証明が
    使用可能であることを保証するものではありません。
 ・海外用及び国内用の二次元コードを記載しています。
 ・接種証明書が活用できる国や地域が限定されています。
  申請前に必ず外務省ホームページを確認してください。
  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html
〇【国内用】
 ・日常生活や経済社会活動における感染リスクを下げるために、飲食店やイベント主催者等が、    
  ワクチン接種履歴を確認するためのワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）を紙もしくは 
  電子（アプリ）で発行します。
 ・国内用の二次元コードを記載しています。
〇対象となるかた
 ・箕面市が発行した接種券を使って、ワクチン接種を受けたかた。
 ・なお、箕面市以外で発行された接種券でワクチン接種を受けたかたは、接種券を発行した
  市町村で申請することになります。 
〇その他
 ・マイナンバーカードをお持ちのかたは、コンビニ交付が可能です。発行費用は120円。詳細は厚
  生労働省ホームページ参照。



１４．接種後の生活
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〇接種後も感染予防対策を

・ワクチンの効果は高いですが、100％では
ありません。
・ウイルスの変異による影響もありますので、
接種した後も、マスクの着用など、感染予防
対策の継続をお願いします。


