
 

 

 

 

雲南市新型コロナワクチン接種実施計画 

（第四版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月 

島根県雲南市 

  



１．接種の意義と方針 

 ワクチン接種により重症化するリスクを減らすことで、新型コロナウイルス感染症のまん延を抑

制することが期待されています。 

 接種については、予防接種法の努力義務とされており、接種を受けるかは有効性や安全性を考慮

の上で、個人が判断することになっています。 

 雲南市は、ワクチンにかか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接

種環境を整えることで、接種率の向上につながるよう努めています。 

 

【計画の期間】 

 計画の期間は、国に準じ、令和４年９月３０日までとします。 

 なお、国の計画等の変更がある場合は、柔軟に対応することとします。 

 

【改定の状況】 

№ 改定 主な改定内容 

１ 第一版（令和３年３月） 新型コロナワクチンの初回接種の実施について作成。 

２ 第二版（令和３年６月） １２歳以上６４歳以下の方の初回接種の具体を追加。 

３ 第三版（令和４年１月） １８歳以上の追加接種を追加。 

４ 第四版（令和４年２月） ５歳以上１１歳以下の小児接種を追加。 

 

 

２．対象とする接種 

 この計画の対象とする接種は次のとおりです。 

№ 対象とする接種 

１ 初回接種（１・２回目接種） 

２ 追加接種（３回目接種） 

３ 小児接種（１・２回目接種） 

 

 

３．初回接種（１・２回目接種） 

（１）接種対象者 

 市に在住する１２歳以上の方 

 ※接種の優先順位（令和３年１１月まで） 

№ 区分 想定人数 

１ 医療従事者等 1,800人 

２ ６５歳以上の方 15,200人 

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・児童クラブ等で従事されている方 

１２歳以上１８歳未満の方 

1,600人 

700人 

1,500人 

４ １８歳以上６４歳以下の方 12,800人 

合計 33,600人 



（２）接種が受けられる期間 

 令和３年２月１７日から令和４年９月３０日まで 

 

（３）接種回数及び接種費用 

 接種回数 ２回（１回目接種後、接種間隔をおいて２回目接種をします。） 

 接種費用 無料 

 

（４）接種に使用するワクチン 

№ ワクチン名 １回目と２回目の接種間隔 接種対象年齢 

１ ファイザー ３週間 １２歳以上 

 

（５）接種体制 

№ 区分 会場名 

１ 集団接種 雲南市立病院第三駐車場特設会場 

２ 個別接種 実施の予定はありません 

 

（６）接種日程 

 令和４年３月より毎月第一月曜日に１回目接種、第四月曜日に２回目接種に変更する。 

 ２回目接種を受けられなかった場合は、雲南市新型コロナワクチンキャンセル等待機制度へ申請

し、接種調整を受けて接種します。 

 

（７）接種券発送から接種までの流れ 

№ 内容 

１ 市からの接種券を受け取る ※１ 

２ インターネットまたはコールセンターで予約 

３ １回目接種を受ける 

４ （１回目から３週間後に）２回目接種を受ける 

 ※１ 令和３年７月に対象者全員に発送済みです。新たに１２歳に到達する方は、１２歳になっ

た月の翌月に接種券を発送します。 

  



４．追加接種（３回目） 

（１）接種対象者 

 ２回目接種から一定の接種間隔を経た、市に在住する１８歳以上の方 

 ※接種の優先接種 

№ 区分 想定人数 

１ 医療従事者等 1,800人 

２ 高齢者施設等で従事されている方 1,600人 

３ ６５歳以上の方 15,200人 

４ 教員・保育士・児童クラブ等で従事されている方 700人 

５ １８歳以上６４歳以下の方 12,800人 

合計 32,100人 

 

（２）接種が受けられる期間 

 令和３年１２月１日から令和４年９月３０日まで 

 

（３）接種回数及び接種費用 

 接種回数 １回（２回目接種後、一定の接種間隔をおいて接種します。） 

 接種費用 無料 

 

（４）接種に使用するワクチン 

№ ワクチン名 接種対象年齢 

１ ファイザー １８歳以上 

２ 武田／モデルナ １８歳以上 

 

（５）接種体制 

№ 区分 会場名 

１ 医療従事者等接種 市内指定医療機関または自院 

２ 高齢者施設等接種 高齢者施設等 

３ 住民接種 
集団接種 雲南市立病院第三駐車場特設会場 

個別接種 市内指定医療機関 ※１ 

 ※１ 令和４年２月現在で１６医療機関。 

 

（６）接種日程 

№ 区分 開始時期 

１ 医療従事者等接種 令和３年１２月 

２ 高齢者施設等接種 令和４年１月 

３ 住民接種 
集団接種 令和４年２月 

個別接種 令和４年２月 

 

 



（７）接種券発送から接種までの流れ 

№ 内容 

１ 市からの接種券を受け取る ※１ 

２ インターネットまたはコールセンターで予約 

３ 追加接種を受ける 

 ※１ 接種券の発送時期は次のとおりです。 

№ 区分 発送時期 

１ 医療従事者等 令和３年１２月 

２ 高齢者施設等で従事されている方 令和３年１２月 

３ ６５歳以上の方 令和４年１月から順次 

４ 教員・保育士・児童クラブ等で従事されている方 令和４年３月から順次 

５ １８歳以上６４歳以下の方 ※２ 令和４年３月から順次 

 ※２ 新たに１８歳に到達する方は、１８歳になった月の翌月に接種券を発送します。 

 

５．小児接種（１・２回目接種） 

（１）接種対象者 

 市に在住する５歳以上１１歳以下の方 （想定人数 およそ２，０００人） 

 

（２）接種が受けられる期間 

 令和４年３月２６日から令和４年９月３０日まで 

 

（３）接種回数及び接種費用 

 接種回数 ２回（１回目接種後、接種間隔をおいて２回目接種をします。） 

 接種費用 無料 

 

（４）接種に使用するワクチン 

№ ワクチン名 １回目と２回目の接種間隔 接種対象年齢 

１ 小児用ファイザー ３週間 ５歳以上１１歳以下 

 

（５）接種体制 

№ 区分 会場名 

１ 集団接種 雲南市立病院第三駐車場特設会場 

２ 個別接種 実施しない 

 

（６）接種日程 

 令和４年３月から実施する。 

 ２回目接種を受けられなかった場合は、雲南市新型コロナワクチンキャンセル等待機制度へ申請

し、接種調整を受けて接種する。 

 

 



（７）接種券発送から接種までの流れ 

№ 内容 

１ 市からの接種券を受け取る ※１ 

２ インターネットまたはコールセンターで予約 

３ １回目接種を受ける 

４ （１回目から３週間後に）２回目接種を受ける 

 ※１ 令和４年３月に発送予定。新たに５歳に到達する方は、５歳になった月の翌月に接種券を

発送。 

 

 

６．接種に関する相談及び予約窓口 

№ 相談及び予約窓口 内容 

１ 
雲南市ワクチン接種 

コールセンター 

開設期間 令和４年２月から令和４年９月 

受付時間 ８時３０分から１７時１５分まで（日・祝日除く） 

受付内容 接種の予約、日程、会場、接種券に関することなど 

２ 
予約受付 

インターネットサイト 

開設期間 令和３年５月から令和４年９月 

受付時間 ２４時間（毎週月曜日午前中はメンテナンス） 

受付内容 接種の予約 

３ 
ワクチン予約サポート 

（市内４８事業所） 

開設期間 令和３年６月から令和４年９月 

受付時間 各事業所の営業時間内 

受付内容 接種の予約 

 

 

７．市民への情報提供 

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．副反応等への対応 

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．特別な対応など 

（１）副反応等への備え 

 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）集団接種会場への移動が困難方への対応 

 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。※１※２ 

 ※１ 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。 

 ※２ 令和 4年 3月よりデマンド型タクシーを利用したワクチン接種便を実施します。 

 

（３）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。 

 

（４）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。 

 

（５）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。 

 

  



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 

 


