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第１ 目的 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や重症化予防を図り、市民の生命及び健康

を守るため、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）附則第 7 条の規定に基づき、厚生労

働大臣の指示のもと、北海道、一般社団法人網走医師会及び市内医療機関（以下「医師

会等」という。）の協力により、新型コロナウイルスワクチン接種（以下「ワクチン接種」

という。）を行うため、国の「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」（以下「手引き」という。）を踏まえ、網走市新型コロナウイルス感染症に係る

予防接種実施計画（以下「実施計画」という。）を策定する。 

 

 

第２ 基本的な考え方 

  ワクチン接種に当たり、次の点に留意する。 

（１）医療従事者の確保が必要不可欠であるため、医師会等と十分な協議を行い、通常の

医療提供体制の維持に配慮した実施体制を構築する。 

（２）ワクチン接種は、集団接種を基本に実施するが、被接種者の利便性及び接種機会を

確保するため、巡回接種及び個別接種の実施を検討する。 

（３）新型コロナウイルス感染症の感染が続く中、ワクチン接種を実施するため、身体的

距離の確保や消毒等の感染防止対策を徹底する。 

 

 

第３ 接種対象者 

１ 対象者の範囲 

    対象者は、本市の住民基本台帳に登録のある、接種日当日の年齢が 12歳以上の者

とする。 

ただし、本市の住民基本台帳に登録されていないものの、やむを得ない事情で本

市に長期間滞在することが確認でき、かつ、ワクチン接種を希望する場合は対象と

する。 

  

２ 接種の順位 

    国が示している優先順位に基づき、原則、次のとおりとする。 

ただし、本市が接種体制を構築・調整する対象者は、高齢者以下の者とする。 

 

（１）医療従事者等 

（２）高齢者（令和 3年度中に 65歳に達する者） 

（３）介護施設等で生活する者、介護施設等に従事する者 

（４）基礎疾患を有する者（59歳未満の者） 

（５）障がい（精神・知的）のある者、障がい（精神・知的）施設に従事する者 

（６）60歳から 64歳の者 

（７）児童施設に従事する者 

（８）学校に従事する者 

（９）公共交通機関に従事する者 

（10）衛生業務(家庭ごみ・し尿収集等)に従事する者 

（11）火葬業務に従事する者 

（12）上記以外で必要と認められる者 
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３ 接種対象者数（令和 3年 3月 31現在）            外国人籍含む 

項目 人数 割合 備考 

総人口 34,154人 －  

 うち 12歳未満 2,847人 8.3％ 接種対象外 

接種 

対象 

医療従事者等 1,377人 4.0％  

高齢者 11,221人 32.9％ 65歳以上 

基礎疾患を有する者 2,800人 8.2％ 20～64歳（手引き参考値） 

知的障がいを有する者 218人 0.6％ 高齢者除く 

精神障がいを有する者 462人 1.4％   〃 

一般 15,229人 44.6％  

合計 31,307人 －  

  ※手引き参考値（R3.7.2 付 3.2 版）・・・総人口の 8.2％ 

 

４ 対象者への連絡 

   ワクチン接種に係る通知（接種券・予診票等）は、接種の順位に基づき、次の 5

段階に分けて発送する。 

   ただし、ワクチンの供給量に応じて、更に細分化する場合がある。 

 

（１）後期高齢者（令和 3年度内に 75歳に達する者を含む） 

（２）前期高齢者（令和 3年度内に 65歳に達する者を含む） 

（３）障がい（知的障がい・精神障がい）を有する者 

（４）60歳から 64歳の者 

（５）上記以外の者 

 

   なお、基礎疾患を有する者（59 歳未満の者）については、対象者数の把握が難し

いため、事前周知による「基礎疾患に伴う優先接種届」の提出に基づき、ワクチン

接種に係る通知（接種券・予診票等）を送付する。 

   また、11歳の者については、12歳到達の日以降に随時発送する。 

 

５ ワクチン接種の同意について 

   ワクチン接種の安全性の確保を目的として、厚生労働省が示す共通様式「新型コ

ロナワクチン接種の予診票」における接種希望書欄の自署または代筆者の署名によ

り同意を得た場合に限り行うものとする。 

   なお、12歳から 15歳までの者は、保護者の同伴および予診票に同意(署名)を必要

とする。 

 

 

第４ 接種体制の構築等 

  医師会等と連携を図るとともに、市民に対して円滑にワクチン接種を実施するため、

全庁的な体制を整え、市民の安心・安全に資するものとする。 

 １ 実施期間 

    手引きに示された期間とする。 

 

 ２ 接種回数 

    現在、供給または供給が見込まれるワクチンは、ファイザー社製であるため、21

日間隔で 2回接種する。 
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３ 接種費用 

   無料（全額国費） 

 

４ 接種方法 

   集団接種・個別接種・巡回接種の 3方法とする。 

 （１）集団接種 

公共施設や民間施設等を活用し、市が設置する会場において、医師会等と連携

し、医療従事者の確保により実施（開設は 1日 1会場）する。 

ただし、公共施設の予約状況等に応じて、会場を変更する場合がある。 

 

①接種会場 

名称 住所 備考 

エコーセンター2000 北 2条西 3丁目 3番地  

駒場特設会場（旧ウエスタン） 駒場南 4丁目 1番 6号  

網走市立東小学校 藻琴 225番地 高齢者のみ 

呼人コミュニティセンター 呼人 344番地の 1   〃 

西網走コミュニティセンター 卯原内 5番地の 56   〃 

②接種時間 

  午前 9時から午後 5時までとする。 

  ただし、仕事の都合等により来場できない者に対応するため、夜間接種（午後

5時から午後 8時まで）を行う。 

③接種体制 

  医療従事者及びスタッフを確保し、2レーン体制で接種するが、接種人数の拡充

を図るためレーン増設により対応する。 

※基本体制は、受付（2 人）・予診票確認（4 人）・予診（医師 2 人）・接種（看護

師 4 人）・接種済証発行（3 人）・健康観察（2 人）・次回予約（3 人）・会場案内

（8 人）・救急隊員（3 人）とするが、レーン増設に伴う予約状況に応じ、必要

数を補充する。 

   ④接種想定者数 

 午前 9時～午後 5時（通常） 午後 5時～午後 8時（夜間) 

平 日 400人 100人 

土・日・祝日 400人（※550人） ― 

 ※レーンを増設した場合 

⑤感染予防対策 

会場内の密集を避けるため、30分ごとの来場時間枠を設定し、来場人数を制限

する。 

また、受付前に検温を行い、発熱がある場合の入場を未然に防ぐほか、会場内

の共有部分や物品等の消毒、身体的距離の確保、会場内の換気、対面アクリル板

の設置など、感染防止対策を徹底する。 

⑥副反応等への対応 

     被接種者に副反応等が生じた場合は、医師及び救急隊員が応急処置を行う体制

を構築するとともに、緊急搬送用の車両を会場の隣接地に常時待機する。 
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（２）個別接種 

網走医師会に所属する医療機関のうち、9医療機関が実施する。 

ただし、医療機関ごとの考え方や事情に応じ、加除する場合がある。 

なお、実施方法等の詳細は、医療機関ごとに対応が異なることが想定されるた

め、内容の確認・調整を行う。 

名称 住所 電話番号 

網走中央病院 南 6 条東 1 丁目 7 44－8611 

桂ヶ丘クリニック 桂町 4丁目 7番 11号 61－6161 

金川医院 南 2条西 2丁目 10番地 43－2884 

こが病院 潮見 153番地 1 61－0101 

つくしヶ丘医院 つくしヶ丘 5丁目 10番 14号 44－1181 

なかむら内科ハートクリニック 潮見 7丁目 14番 7号 67－5111 

中山医院 南 2条西 1丁目 7番地 2 44－7227 

はまむき医院 南 5条西 4丁目 7 44－7365 

南 5条クリニック 

藤田整形外科内科 
南 5条西 2丁目 3番地 44－7305 

 

 （３）巡回接種 

     医師会等と連携し、医療従事者の確保により実施する。 

 

① 対象者 

 介護保険施設・高齢者住宅等及び障がい者入所施設で生活する者が対象となる

が、ワクチンの供給状況に応じ、クラスター防止の観点から、施設従事者の接種

も可能とする。 

 

 ５ 接種スケジュール（巡回接種及び集団接種における優先接種期間） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

医療従事者       

高齢者(65 歳以上)       

基礎疾患のある者 

、60～64 歳 
      

一般（12～59 歳）       

  ※9 月以降については、個別接種で対応する。 

 

 

第５ 接種実施の対応 

 １ 接種の予約方法 

    集団接種は、接種券（クーポン券）発送後の予約制とし、市庁舎内に設置したコ

ールセンターでの電話受付や Web による受付のほか、地域コミュニティセンター等

の臨時窓口開設による受付を行う。 

また、個別接種は、医療機関ごとに受付方法等が異なるため、接種希望者への対

応を含め、医療機関と調整する。 
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（１）コールセンター 

    原則、平日の午前 9 時から午後 5 時の受け付けとなるが、必要に応じて、土・

日・祝日も開設する。  電話番号：0800-800-3365（フリーダイヤル） 

（２）Web（24時間対応） 

     予約の利便性を図るため、網走市公式サイトに網走市ワクチン接種 Web 予約を

開設する。 

 （３）臨時窓口 

     コールセンターの混雑、また、Web 受付に馴染まない高齢者等に配慮し、地域

コミュニティセンター等を活用した受付窓口を開設する。 

 

２ ワクチン接種相談体制 

    電話による相談を受け付けるため、網走市ワクチン接種相談センター設置により

対応する。 

（１）開設期間：令和 3年 4月～11月（予定） 

 （２）電話番号：0800－800－1388（フリーダイヤル） 

 （３）受付時間：午前 8時から午後 8時まで 

 

３ 住民に対する情報提供（周知） 

    新型コロナウイルスに関するお知らせ、市ホームページ、広報あばしり、FMあば

しり等の様々な媒体を活用し、市民に対する効率的かつ効果的に周知を行う。 

 

 ４ 予防接種健康被害救済制度 

    ワクチン接種は、予防接種法附則第 7 条の規定に基づく予防接種法第 6 条第 1 項

の予防接種であることから、市長は、ワクチン接種により健康被害が生じたと厚生

労働大臣が認定した者に対し、同法第 15条の規定に基づき、同法第 16条及び第 17

条に規定する救済給付を行う。 

なお、救済制度の申請は、網走市保健センターを窓口とする。 

 

 ５ 接種券（クーポン券）を紛失した場合の対応 

    事前に紛失の申し出があった場合は、再発行申請届の提出を求め、受理後、再発

行の手続きを進める。 

また、接種当日に申し出があった場合は、再発行申請届の提出を求め、即日、接

種できるよう対応する。 

 

 ６ 被接種者の本人確認 

    接種に当たっては、接種券（クーポン券）及び予診票を確認するとともに、記載

された氏名等と本人確認書類（運転免許証、被保険者証等）の内容を照合し、被接

種者であることを確認する。 

 

 ７ 接種実績の管理 

    ワクチン接種の状況は、国の「ワクチン接種記録システム」（VRS）並びに市の健

康管理システムへの登録により管理する。 
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 ８ ワクチンの配分 

    市は、供給されたワクチンをディープフリーザーで保管するとともに、接種方法

に応じて、集団接種の会場及び巡回接種・個別接種を行う医療機関等に配分する。 

なお、ワクチンは、専用の保冷バッグを使用して移送するが、配分に当たっては、

北海道の指導・助言、また、医療機関等との協議により行うものとする。 

 

 ９ 新型コロナウイルスワクチン接種証明書 

    予防接種法に基づき市町村区で実施された新型コロナウイルスワクチンの接種記

録等を、接種者からの申請に基づき交付する。 

 （１）証明内容  

     接種証明書には、新型コロナウイルスワクチンの接種記録（ワクチンの種類、

接種年月日など）と接種者に関する事項（指名、生年月日、旅券番号など）を記

載する。 

 （２）発行手続きの概要 

    ①窓口または郵送で申請を受理 

    ②ワクチン接種記録システム（VRS）を使用して審査・入力 

    ③窓口または郵送で証明書を交付 

（３）実施時期 

    令和３年７月２６日(月)から受付開始 

 

 

第６ その他 

（１）本計画に定めのない事項については、国の手引きや通知等に準じるが、示された

内容に改正等が生じた場合は、その都度、見直すものとする。 

（２）ワクチン接種を円滑に進める観点から、新たな情報や実施内容に疑義が生じた場

合は、北海道、医師会等、市担当部署と協議を行い、決定するものとする。 
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