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１．接種の意義と方針 

ワクチン接種により、発症予防と死亡者や重症者をできる限り減らし、結果として

新型コロナウイルス感染症のまん延を防止できることが期待されています。 

接種については、予防接種法に基づく接種が努力義務となっており、打つかどうか

は有効性、安全性を考慮して個人が判断することとなっています。 

雲南市としては、ワクチンに係る情報の提供に努め、接種を希望される方が円滑に

接種できるよう準備し接種環境を整えることで、結果として接種率の向上により感染

症のまん延防止に繋げ、接種を希望される市民の皆様については、１０月あるいは１

１月末に概ね終了できるよう取り組んでまいります。 

なお今後、国等から示される通知等に基づき、柔軟な対応を図ってまいります。 

 

２．接種対象者と接種区分 

接種対象者は接種する日の１２歳以上の方です。 

【接種対象者】 

対象者区分 想定人数 算出根拠 

①医療従事者等 約 1,800人 雲南保健所 

②65歳以上高齢者 約 15,200人 市で推計 

③65 歳以上高齢者以外で基礎疾患を有する

方や高齢者施設等で従事されている方 

 教員・保育士等 

16歳以上 18歳未満の方 

12歳以上 16歳未満の方 

 

約 1,600人 

約 700人 

約 900人 

約 600人 

市で推計 

④18歳以上 65歳未満の方 約 12,800人 市で推計 

計画の対象となる接種対象者数の合計 約 33,600人 ① ～④の合計 

⑤12歳未満の方 約 3,200人 市で推計 

合計(R3.4現在) 約 36,800人 ① ～⑤の合計 

【接種の優先順位】 

優先 

順位 
接種対象者 

1 ①医療従事者等 

2 ② 65歳以上高齢者 

3 

③ 65 歳以上高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事さ

れている方等※1 

教員・保育士等 

16歳以上 18歳未満の方 

12歳以上 16歳未満の方 

4 ④18歳以上 65歳未満の方 

※1 市では社会福祉施設の入通所する方及び従事する方のほか、児童福祉法、学校教育法、子ど

も・子育て支援法に関係する施設において、子どもの看護及び教育等に従事する方(教員・保

育士等)、12歳以上 18歳未満の方についても優先接種者に加えます。 
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３．接種体制 

（１）集団接種 

設置期間 令和 3年 5月～8月 令和 3年 9月～※2 

地

区 

大東 
大東地域交流センター 

三刀屋文化体育館アスパル(特設会場)

※4 

雲南市立病院※3 

加茂 
ラメール、 

加茂健康福祉センターかもてらす 

木次 木次総合センター 

三刀屋 三刀屋文化体育館アスパル(特設会場) 

吉田 吉田健康福祉センター 

掛合 掛合交流センター 

※2 設置期間の終期は、国の計画に従う。ただし、実際の終期については、接種の進捗等を見て

判断します。 

※3 雲南市立病院は、令和 3年 6月 19日より接種会場に加えています。 

※4 今後の状況によっては、追加の会場を設置することも検討します。 

 

（２）個別接種 

区分 内容 

② 65歳以上高齢者※5 

実施する※6 

③ 65 歳以上高齢者以外で基礎疾患を有する方や

高齢者施設等で従事されている方 

教員・保育士等 

16歳以上 18歳未満の方 

12歳以上 16歳未満の方 

④18歳以上 65歳未満の方 

※5 ②65 歳以上高齢者の個別接種(市内医療機関)は、令和 3 年 6 月 8 日より前倒しで実施して

います。 

※6 個別接種の実施医療機関については、市ホームページ等に掲載します。 

 

（３）住所地外接種 

   原則、住民票所在地の市町村で接種を行うこととされていますが、やむを得な

い事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、接種を行う医療

機関の所在地の市町村へ、事前に届け出をすることで接種を受けることができま

す。 

 

 

 

 

※届出方法は市町村により異なりますので、接種を行う医療機関等の所在地の

市町村にお問合せ下さい。 

住民票所在地が 

雲南市外の方 

やむをえない事情により 

雲南市内の医療機関等で 

接種を希望する場合 

雲南市外の方 

雲南市へ 

届出 

雲南市より、 

住所地外接種届出済証 

の交付 



4 

 

【届け出が必要な方】 【接種を受ける際に申告することで 

届出を省略することができる方】 

①出産のために里帰りしている妊産婦 

②単身赴任者 

③遠隔地へ下宿している学生 

④ドメスティック・バイオレンス（DV）、

ストーカー行為、児童虐待およびこれ

らに準ずる行為の被害者 

⑤その他市長がやむを得ない事情があ

ると認める人 

①入院・入所者 

②通所による介護サービス事業所等で

接種が行われる場合における当該サー

ビスの利用者 

③基礎疾患があり、主治医の下で接種す

る必要がある人 

④副反応のリスクが高いなどの理由に

より、体制の整った医療機関での接種

を要する場合 

⑤市町村外の医療機関からの往診によ

り在宅で接種を受ける場合 

⑥災害による被害にあった人 

⑦勾留又は留置されている者、受刑者 

⑧住所地外接種者であって、市町村に対

して申請を行うことが困難である者 

⑨国又は都道府県等が実施する「大規模

接種会場」で接種を受ける場合 

（会場ごとの対象地域に居住している

者に限る） 

⑩職域接種を受ける場合 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他 

  ①副反応に対応するための体制を確保（設備・薬剤・搬送先等）します。 

  ②会場までの移動については、自家用車等での移動が困難な方に利用いただくた

めの無料臨時バスの運行を行います。※7 

※7 令和 3年 5月 31日から運行しているワクチン接種便については令和 3年 8月 31日で終了し

ますが、障がい等により移動手段を希望される方への「福祉タクシー」は継続します。 

接種を受ける医療機関や施設等に 

ご確認下さい。 

雲南市への届出方法 

郵送又は窓口にて、以下の書類をご提出ください。 

 １ 住所地外接種届 

 ２ 接種券の写し 

 ３ 返信用封筒（郵送で届出される場合）※封筒に住所、氏名を記入、切手を貼る。 

届出内容を確認し、問題がなければ「住所地接種届出済証」を交付します。 
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４．接種スケジュール ※8 

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

            

※8 今後の状況によっては、接種時期の前倒し等も検討します。 

 

５．接種券発送から接種までの流れ 

接種券等発送 
・「接種券」、「予診票(1回目)」、「接種までの流れのチラシ」 

「会場案内及びワクチン説明チラシ」を送付 

日程案内 
・ワクチン確保ができた後、接種日程及び予約を、ＨＰ、告知

放送、文字放送等で周知 

予約 ・電話又はインターネットでの予約 

1回目接種 
・1回目接種後、2回目の予約をとっていただき、予診票(2回

目)を渡す 

2回目接種 ・1回目から 3週間後に 2回目の接種 

 

６．相談・予約窓口 

 （１）雲南市ワクチン接種コールセンターを開設中※9 

受付時間：9時～18時(日・祝日除く) 

受付内容：接種の予約、接種スケジュール、会場、接種券に関すること等 

 （２）予約受付インターネットサイトを開設中※10 

※9 雲南市ワクチン接種コールセンターを令和 3年 4月 9日から運用しています。 

※10 予約受付インターネットサイトを令和 3年 5月 6日から運用しています。 

医療従事者等接種 

高齢者接種 

(施設入所者) 

雲南市ワクチン接種コールセンター運用 

高
齢
者
接
種
券
発
送 

高
齢
者
以
外
の
接
種
券
発
送 

優先接種期間 

 高齢者接種(施設入所者以外) 

 
教員・保育士等 

 
16歳以上 18歳未満の方

 12歳以上 16歳未満の方

65歳以上高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方 

 

 18歳以上 65歳未満の方 
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７．市民に対する情報提供 

市報・文字放送・ケーブルテレビ・市ホームページ等を活用し、接種の意義やワク

チンの特徴、接種会場など、ワクチン接種にご理解いただけるよう必要な情報を適宜

提供します。 

地域で高齢者への声掛けのご協力が得られるよう、地域自主組織等関係機関と情報

を共有します。 

 

８．副反応等対応 

接種後の副反応など、専門的な健康面の相談については、県と連携し相談先紹介の

対応を行います。 

・しまね新型コロナウイルス感染症『健康相談コールセンター』 

電話：０８５４-４７-７７７７（土日祝日を含む毎日） 

受付時間：８:３０～２１:００ 

 

９．緊急の対応など 

（１）大雨等の警報発令が予想されるときや地震等の発災した場合 

接種そのものの取りやめや中途での会場の閉鎖などの適切な対策を講じる

とともに、予定していたワクチン接種についての代替えの接種機会を設ける

ようにします。 

 

（２）国のワクチン供給の変更などにより緊急の対応が必要になった場合 

国からのワクチン供給の変更などやむを得ない理由により緊急の対応が必要

な時は、市長の判断により、この計画に定めのない事項等であっても、直ちに必

要な対策対応等を行うことができることとします。 

これまで国から供給されたワクチンはファイザー社製ワクチンのみですが、

今後の接種状況によっては、武田／モデルナ社製ワクチンなど、ファイザー社製

以外のワクチン供給にされることも想定されます。 

 

  【ファイザー社製ワクチンとモデルナ社製ワクチンの違い】 

ファイザー社製とモデルナ社製の接種では、「対象年齢」と「接種間隔」に違

いがあります。「対象年齢」は、ファイザー社製は 12歳以上、モデルナ社製は 18

歳以上で、現状 12～17歳の人が接種できるのはファイザー社製のみです。また

「接種間隔は、ファイザー社製は３週間、モデルナ社製は４週間の違いがありま

す。なお、今後、治験等により変わる可能性もあります。 

 

（３）キャンセル等によりワクチンを廃棄する恐れがある場合 

令和 3年 6月 25日に制定した「雲南市新型コロナワクチンの余剰が発生した

場合の取り扱い指針」に従って廃棄の防止に努めます。  
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雲南市新型コロナワクチンの余剰が発生した場合の取り扱い指針 

 

                             令和 3年 6月 25日 

                             雲   南   市 

 

 新型コロナワクチン接種について、余剰が発生した場合は、この指針に基づきワク

チンの廃棄防止に努める。 

 なお、指針制定後も、必要に応じて適宜見直しを行う。 

 

１．集団接種 

 集団接種の会場において新型コロナワクチンの当日キャンセル等が発生した場合

は、次の対象者の順に接種を行うこととする。 

 （１）市内の地域自主組織の協力により作成された待機者名簿の登載者 

 （２）接種会場の従事者等及び市の新型コロナ対策業務 

 （３）その他市長が認めた者 

 

２．個別接種 

 個別接種の会場において新型コロナワクチンの当日キャンセル等が発生した場合

は、次の対象者の順に接種を行うこととする。 

 （１）医療従事者等 

 （２）65歳以上の者 

 （３）その他市長が認めた者 

 

 

 


