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１．概要 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止や重症化の予防を図り、市民の生

命及び健康を守ることを目的に、予防接種法に基づく予防接種として、厚生労働大

臣の指示のもと、栃木県及び市内医療機関の協力により、新型コロナウイルスワク

チン接種を実施するにあたり、必要な事項を定めた、栃木市新型コロナウイルスワ

クチン接種実施計画を策定する。 

  なお、本計画は、国が示す「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」の改定や使用するワクチンの供給状況等を踏まえ、必要に応じて見

直すものとする。 

 

２．策定方針 

  栃木市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画については、新型コロナウイ

ルス感染症の感染が続く中で、一定の期間内に多数の市民への接種を実施する必

要があることを踏まえ、次の点に留意し策定する。 

 

 【計画策定にあたっての留意点】 

 新型コロナウイルスワクチン接種の実施にあたっては、医療従事者の協力が

必要不可欠であることから、一般社団法人下都賀郡市医師会、栃木地域薬剤

師会及び市内医療機関等と協議を行い、密接な連携の下、ワクチン接種の実

施体制を構築する。 

 ワクチン接種については、被接種者の利便性や、接種後の副反応への対応を

考慮し、市内医療機関での個別接種を主体的に実施するが、接種機会を十分

に確保するため、市有施設を特設会場とした集団接種をあわせて実施する。 

 新型コロナウイルス感染症の感染が続く中で、ワクチン接種を実施すること

から、接種会場における３密の防止や消毒の徹底等により、新型コロナウイ

ルス感染症の感染防止を図る。 
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３．接種対象者 

 （１）接種対象者の範囲 

  接種対象者は次のとおりとする。ただし、使用するワクチンが、医薬品、医療機

器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく薬事承認において

接種の適応とならない者は、接種の対象者から除外する。 

  ① 接種日において本市の住民基本台帳に記録されている者 

  ② 接種日において本市を含むいずれの市区町村の住民基本台帳に登録されてお

らず、かつ、本市に居住することが確認できる者で、市長がやむを得ない事

情があると認める者 

 

 （２）接種順位 

  新型コロナウイルスワクチンの接種は、当面、確保できるワクチン量に限りがあ

り、その供給も順次行われる見通しであるため、国が公表する接種順位と接種の時

期に応じて、接種を行うものとする。 

  なお、令和 3年 3月時点の接種順位は次のとおりであるが、国が示す「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」等の記載に応じて、順位

の細分化や順位の繰り上げを行う。 

 

接種順位 対象者 

第１ 医療従事者等 

第２ 65歳以上の高齢者（昭和 32年 4月 1日以前に生まれた者） 

第３ 
基礎疾患を有する者 

高齢者施設等の従事者 

第４ 
60歳から 64歳の者（昭和 32年 4月 2日から昭和 37年 4月 1

日までの間に生まれた者） 

第５ 上記以外の者 

  ※医療従事者等の詳細な範囲及び基礎疾患を有する者の範囲は、「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」に記載のとおりとする。 

  ※医療従事者等への接種については、優先的な接種として、市民への接種に先駆

け実施するものであり、県や医療関係団体等が中心となって接種体制の構築

や接種対象者のとりまとめを行う。 

 

   上記の接種順位及び対象者について、国において、ファイザー社製の新型コロ 

ナワクチンの接種対象年齢が 12歳以上とされたとともに、基礎疾患を有する者、 

高齢者施設等の従事者を接種順位の上位に定めているが、それ以外の者への接 
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種（以下、「一般接種」という。）については、優先的に接種を行う者（以下、「優 

先接種対象者」という。）を各自治体の裁量で定めることが出来るとの方針が示 

された。 

   また、県においては、接種の空白期間を生じさせることなく、効果的・効率 

  的な接種の実施に向けて一般接種における優先接種対象者の設定を検討する市 

  町への一助として、「一般接種における優先接種対象者の考え方」が示された。 

   これを受けて、次のとおり変更する。 

 

接種順位 対象者 

第１ 医療従事者等 

第２ 65歳以上の高齢者（昭和 32年 4月 1日以前に生まれた者） 

第３ 
基礎疾患を有する者 

高齢者施設等の従事者 

第４ 

対象１ 

・60歳から 64歳の者（昭和 32年 4月 2日から昭和 37年 4 

月 1日までの間に生まれた者） 

対象２ 

・国が示す優先順位に含まれない居宅・訪問系サービス事業 

 所の従業者 

・高齢者施設等（障がい者施設等を含む）の入居者 

・小中学校の教職員 

対象３ 

 ・保育園、幼稚園、認定こども園、学童保育の従事者 

 ・民生委員・児童委員、高齢者ふれあい相談員 

 ・消防団員 

 ・柔道整復師 

 ・市社会福祉協議会職員及び市職員（ワクチン接種に従事 

  する者及び高齢者等の支援に従事する者） 

第５ 上記以外で満 12歳以上の者 

 

 （３）接種対象者数（概数） 

対象者 対象者数 備考 

医療従事者等 約  3,700人  

65歳以上の高齢者 約 52,000人  
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基礎疾患を有する者 約  7,800人 総人口の 4.9％として試算 

高齢者施設等の従事者 約  2,400人 総人口の 1.5％として試算 

60歳から 64歳の者 約 10,100人  

上記以外の者 約 82,000人  

総人口 約 158,000人  

 ※令和 2年 12月 31日時点の年令別人口統計表に基づく試算 

 

上記の対象者数について、（２）接種順位の変更に伴い、次のとおり変更する。 

対象者 対象者数 備考 

医療従事者等 約  3,700人  

65歳以上の高齢者 約 52,000人  

基礎疾患を有する者 約  7,800人 総人口の 4.9％として試算 

高齢者施設等の従事者 約  2,400人 総人口の 1.5％として試算 

60歳から 64歳の者 約 10,100人  

上記以外の者 約 68,500人 12歳以上の者 

総対象者数（12歳以上） 約 144,500人  

 

４．実施期間 

  実施期間は、令和 3年 3月中旬から令和 4年 2月 28日までとする。なお、接種

順位ごとの開始時期は、次のとおりとする。 

 

 医療従事者等 ·············· 令和 3年 3月中旬 

 65歳以上の高齢者 ·········· 令和 3年 4月中旬 

 基礎疾患を有する者等 ······ 令和 3年 7月以降 

   ※基礎疾患を有する者等は、ワクチンの供給状況や進捗状況等を踏まえ、随時

変更するものとする。 

 

  （２）接種順位の変更に伴い、今後の接種順位ごとの開始時期は、次のとおり 

  とする。 

 

 第 3 基礎疾患を有する者等 · …‥令和 3年 7月中旬 

 第 4 60歳から 64歳の者 ···· ‥‥令和 3年 7月中旬 
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 第 5 上記以外で 12歳以上の者 …令和 3年 8月下旬 

   ※第 5 上記以外で 12 歳以上の者は、ワクチンの供給状況や進捗状況等を踏

まえ、随時変更するものとする。 

 

５．実施体制 

 （１）接種体制の構築 

  新型コロナウイルスワクチンの接種にあたっては、一般社団法人下都賀郡市医

師会、栃木地域薬剤師会、一般財団法人とちぎメディカルセンター、特定医療法人

厚生会西方病院及び市内医療機関等の協力の下、医療機関での個別接種及び市有

施設での集団接種にて実施することとし、接種体制を構築する。 

  なお、高齢者施設入所者及び在宅の要介護者等への接種については、「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」等、国が示す基準に基づ

き、接種医が施設又は自宅等へ訪問して接種を行うこととする。 

 

 

 （２） 庁内実施体制の構築 

  新型コロナウイルスワクチン接種については、一定の期間内に、多数の接種対

象者に接種できる体制構築が必要となり、実施に向けた準備段階から、通常の予

防接種業務を大幅に上回る事務量が見込まれることから、予防接種業務を担う保

健福祉部健康増進課予防係を内包する組織として同課内に、栃木市新型コロナウ

イルスワクチン接種統括チームを設置し、担当職員を配置すると共に、新型コロ

ナウイルス感染症対策室と連携し、実施に向けた準備を推進する。 

  また、進捗状況に応じて、接種券発送チームや広報チーム等を統括チームの下部

組織として編成し、庁内各部の職員を動員するなど、全庁的な支援体制を構築する。 

 

【栃木市新型コロナウイルスワクチン接種に係る体制図】 

 

 

 

統括チーム

接種券発送

チーム

広報

チーム

コールセンター

チーム

集団接種

チーム
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 （３）コールセンターの開設 

  新型コロナウイルスワクチンの接種については、通常の予防接種と異なり、全市

民を対象とした前例のない事業となることから、市民からのワクチン接種に係る

相談が多数寄せられることが想定される。 

  また、ワクチン供給量が限定されており、かつ、1バイアルで複数人分のワクチ

ンが供給されることから、ワクチンを無駄なく、多くの市民へ接種する必要がある

と共に、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、接種会場が接種希望者

で混雑・混乱することを防止するため、ワクチン接種にあたっては事前予約制にて

実施する。 

  このことから、市民からの相談窓口及び市が実施する集団接種の予約窓口とし

て栃木市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターを次のとおり開設する。 

  なお、ワクチン接種後の副反応等、医学的知見が必要になる専門的な相談につい

ては、栃木県が開設している「受診・ワクチン相談センター」と連携し対応するも

のとする。 

 

  ① 開設期間 

   ・令和 3年 3月 19日（金）から令和 4年 2月 28日（月） 

    ※令和 3年 3月 19日（金）から当面の期間は、土日祝日も含め開設する。 

    ※開設期間は、ワクチン接種の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて変更する。 

  ② 開設時間 

   ・午前 9時 00分から午後 5時 00分 

    ※開設時間は、ワクチン接種の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて変更する。 

 

６．接種体制 

 （１）個別接種 

  ① 接種会場 

   個別接種の会場は、市内に所在する医療機関の内、新型コロナウイルスワクチ

ン接種を実施する医療機関とする。 

  ② 予約方法 

   個別接種を実施する医療機関は、市民へワクチン接種を実施するにあたり、当

該医療機関が定める方法にて、事前に予約を受け付けるものとする。 

   なお、個別接種を実施する医療機関と協議のうえ、個別医療機関の予約を栃木

市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター及び市が提供する専用サイ

トにて受け付けることも可能とする。 

  ③ ワクチンの輸送 

   新型コロナウイルスワクチン接種開始当初に使用されるファイザー社製ワク
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チンを多くの医療機関において接種するためには、ディープフリーザーを設置

する施設から複数の医療機関へワクチンを小分けし輸送する必要がある。 

   このことから、輸送を担う人材や輸送時に使用する車両や保冷バック等の物

品を確保するものとする。 

   ※新型コロナウイルスワクチン接種で使用することが今後見込まれるモデル

ナ社製ワクチンやアストラゼネカ社製ワクチンなどのファイザー社製ワク

チン以外のワクチンについて、特別な取り扱いが必要とされた際は、随時、

追記するものとする。 

  ④ 物資等の確保及び管理 

   個別接種にて使用する物資については、接種後の副反応に対応するための救

急用品を含め、国が提供する物資を除き、原則、医療機関において、準備するも

のとする。 

   なお、新型コロナウイルスワクチン接種が全国的に実施され、物資が品薄とな

ることも想定されることから、計画的な物資の確保に努めることとする。 

  ⑤ 高齢者施設等の入所者への接種について 

   高齢者施設等に入所する者に対する接種については、施設内での接種、個別接

種、集団接種のいずれかの方法にて実施することとする。 

   なお、「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」に

おいて、施設の形態に合わせ接種するよう示されていることから、施設管理者と

協議のうえ、実施方法を確定し、実施するものとする。 

  ⑥ 在宅の要介護者等への接種について 

   医療機関や集団接種会場での接種が困難な在宅の要介護者等への接種につい

ては、個別接種を実施する医師が自宅へ訪問し、接種するものとする。 

   なお、１バイアルで複数人分のワクチンが提供されることを踏まえ、１回の訪

問で実施する人数に留意するなど計画的に実施することとする。 

  

（２）集団接種 

  ① 接種会場 

   集団接種の会場は次の施設とする。 

 

施設名 住所 

栃木保健福祉センター 栃木市今泉町 2-1-40 

大平健康福祉センター（ゆうゆうプラザ） 栃木市大平町西野田 666-1 

藤岡保健福祉センター 栃木市藤岡町赤麻 502-1 

北部健康福祉センター（ゆったり～な） 栃木市西方町本城 2-1 
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岩舟健康福祉センター（遊楽々館） 栃木市岩舟町三谷 1038-1 

 

  基礎疾患を有する者等をはじめとする 64歳以下の接種を進めるにあたり、接種

のより一層の進捗を図るため、次の会場を追加する。また、次の会場においては、

1日あたりの接種回数を増やすことが可能になるため、他の会場の開設日数は予約

状況を見極め、調整するものとする。 

施設名 住所（所在地） 

栃木市ワクチン集団接種会場 

（旧ベイシアワールドスポーツ大平モール） 
栃木市大平町下皆川 2115番地 4 

 

  ② 接種体制 

   集団接種の実施にあたっては、1会場につき、接種場所を原則 2か所設けるこ

ととし、次のタイムスケジュールのとおり、1日を 3クールに分け実施すること

とする。 

 

  【タイムスケジュール】 

クール 時間 

第 1クール 10時 00分～12時 00分 

第 2クール 14時 00分～16時 00分 

第 3クール 16時 00分～18時 00分 

  接種のより一層の進捗を図るため、第 4クールとして 18時 00分から 20時 00分

の時間帯での接種を行うものとする。ただし、第 4クールを実施する場合、第 1ク

ールは実施しないものとする。 

 

  ③ 人員配置 

   1会場あたり、次の人員を配置することとする。 

   なお、集団接種に従事する医師、看護師、薬剤師については、一般社団法人下

都賀郡市医師会、栃木地域薬剤師会、一般財団法人とちぎメディカルセンター及

び特定医療法人厚生会西方病院等の協力を得て、配置することとする。 

   また、医療従事者以外の事務職等については、市役所職員の動員や民間事業者

への業務委託などにより人材の確保に努める。 

 

役割 人数 備考 

予診 2名 医師 
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薬剤充填 2名 薬剤師 

接種 2名 看護師 

経過観察 1～2名 看護師 

予診補助兼消毒 2名 看護師または事務職 

責任者 1名 事務職 

受付・検温 2名 事務職 

予診票記載補助 2名 事務職 

予診票確認 2名 事務職 

誘導（予診待機・接種待機） 2名 事務職 

接種済証交付 2名 事務職 

システム入力 1名 事務職 

消毒 3～4名 事務職 

駐車場誘導 1～2名 事務職 

 

  ④ 接種人数 

   集団接種では、原則として、30分間で 20名に接種することとする。 

   なお、1会場あたりの接種者数は、1日につき 240名を目途とする。 

 

  栃木市ワクチン集団接種会場（旧ベイシアワールドスポーツ大平モール店）にお

いては、1日につき 700名を目途とする。 

 

  ⑤ 予約方法 

   集団接種は、次のいずれかの方法にて事前に予約を受け付けるものとする。 

 電話予約 

※栃木市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターにて受付 

 インターネット予約 

※市が提供する専用サイトにて受付 

  ⑥ ワクチンの輸送 

   集団接種会場の内、ディープフリーザーを設置しない会場へ、ファイザー社製

ワクチンを輸送する必要があることから、個別接種同様、輸送を担う人材や輸送

時に使用する車両や保冷バック等の物品を確保するものとする。 

  ⑦ 物資等の確保及び管理 

   集団接種にて使用する物資については、国が提供する物資を除き、接種後の副
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反応に対応するための救急用品を含め、準備するものとする。 

   なお、新型コロナウイルスワクチン接種が全国的に実施され、物資が品薄とな

ることも想定されることから、計画的な物資の確保に努めることとする。 

 

７．接種計画 

 （１）高齢者への接種計画 

  国が示すモデルに従い、9週間で 1回目の接種を実施することを前提として、次

のとおり接種計画を定めることとする。 

  なお、接種者数については、対象者数約 52,000人の内、令和 2年 10月から 11

月の 2か月間の高齢者インフルエンザワクチンの接種者数（約 30,000人）を参考

に、約 32,000人が接種することを想定する。 

 

【1週間あたりの接種数】 

 個別接種 集団接種 合計 

1週～3週（1回目） 2,400回 1,200回 3,600回 

4週～9週（1回目及び 2回目） 4,800回 2,400回 7,200回 

10週～12週（2回目） 2,400回 1,200回 3,600回 

※1週から 9週までの 1回目の接種数：32,400回（3,600回×9週） 

※ファイザー社製ワクチンの場合、1 週から 3 週及び 10 週から 12 週までは週に 4

箱、4週から 9週まで 8箱の供給が必要となる。 

 

 （２）高齢者以外の者への接種計画 

  高齢者以外の者への接種計画については、原則、高齢者への接種計画と同様とす

るが、国が示す接種スケジュールやワクチンの供給状況、高齢者への接種の進捗状

況等を踏まえ、適宜見直すこととする。 

 

８．広報計画 

  新型コロナウイルスワクチン接種を円滑に実施するにあたり、次の広報媒体を

活用し、ワクチン接種に関する情報を、市民に分かりやすく提供するものとする。 

  なお、手話動画の作成など障がい者に対する障がい特性を踏まえた適切な配慮

に努めると共に、外国人に向けてやさしい日本語や多言語等による情報発信に取

り組むこととする。 

 

 広報とちぎ（折込チラシを含む） 
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 市公式ホームページ 

 市公式ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック、ユーチューブ） 

 ケーブルテレビ 

 ＦＭくらら 

 新聞折込チラシ 

 防災行政無線 

 ふれあい通信等 

 

９．副反応等に対する対応 

  ワクチン接種では、接種部位の疼痛や発熱などの副反応が起こることがあり、稀

にアナフィラキシー等の重大な副反応が発生することも予想される。 

  このため、副反応の発生リスクをできるだけ減らすための対策や、副反応が発生

した場合の対応、また、副反応により健康被害が発生した場合の被害救済などにつ

いて、次のとおり定める。 

 

区分 対応 

接種前 

・市民に対し、各広報媒体を通じて、新型コロナウイルスワク

チン接種の効果と副反応に対する周知を図る。 

・予診にて、基礎疾患や過去の予防接種での副反応の有無等に

ついて正確に把握できるよう予診票の記載方法等の周知を

図る。 

副反応発生時 

の対応 

・アナフィラキシーが発生した際に、速やかに緊急処置が行え

るようアドレナリン製剤等の薬剤や物品を準備する。 

・基礎疾患のある者や過去の予防接種での副反応が起きたこと

のある者など副反応リスクが高いと思われる者について、接

種後の経過観察の時間を 30分とする。 

 （※通常の経過観察の時間は 15分） 

・集団接種会場において、アナフィラキシー等の副反応が発生

した際に備え、会場責任者、予診医師、経過観察担当者は、

事前に対応手順等の確認を行うなど、連携して対応する。 

・集団接種の日時や会場等について、救急搬送を行う栃木市消

防本部や救急搬送先として想定されるとちぎメディカルセ

ンターしもつが等の医療機関に事前に情報提供を行う。 

副反応報告 

・副反応の症状を確認した医師や医療機関は、独立行政法人医

薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に対して「副反応疑い報

告書」により速やかに報告すると共に、当該情報を厚生労働
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省と共有する。 

健康被害発生時

の対応 

・新型コロナウイルスワクチン接種を受けたことによると考え

られる健康被害が生じた場合は、栃木市予防接種委員会にて

原因調査及び必要な措置を審議する。 

・健康被害救済給付申請を受け付け、国が接種による健康被害

と認定したときは、救済給付を行う。 

 

 

10．追加接種 

  追加接種（3回目接種）については、原則、これまでと同様の計画とし、追加接

種のみに関わる項目については別紙１のとおり定める。 

 

11．小児（5歳から 11歳）への接種 

  小児（5歳から 11歳）への接種については、原則、これまでと同様の計画とし、

小児接種のみに関わる項目については別紙 2のとおり定める。 
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１．接種対象者 

 （１）接種対象者の範囲 

  接種対象者は、新型コロナウイルスワクチンの２回目接種から原則８か月を経

過する 18歳以上の者で、次の①から③のいずれかに該当する者とする。ただし、

使用するワクチンが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律に基づく薬事承認において接種の適応とならない者は、接種の対象者か

ら除外する。 

  ① 接種日において本市の住民基本台帳に記録されている者 

  ② 接種日において本市内に所在する医療機関、高齢者施設等に勤務する者 

  ③ 接種日において本市を含むいずれの市区町村の住民基本台帳に登録されてお

らず、かつ、本市に居住することが確認できる者で、市長がやむを得ない事

情があると認める者 

 

 （２）接種対象者数（概数） 

  約 120,000人 

 

２．実施期間 

  実施期間は、令和 3年 11月 19日から令和 4年 7月 31日までとする。なお、終

了時期は、国が示す実施計画等に基づき、必要に応じて変更する。 

 

３．ワクチン 

  追加接種には、ｍＲＮＡ（メッセンジャーＲＮＡ）ワクチンを使用する。 

 

４．接種券発送 

  追加接種時に必要となる接種券については、2回目接種日から原則 7か月半を経

過した者に発送するものとする。 

  接種対象者ごとの発送時期は次のとおりとする。 

対象者区分 接種券発送時期 

医療従事者等 令和 3年 11月中旬以降随時 

高齢者施設等入所者 令和 3年 12月下旬以降随時 

高齢者（65歳以上の者） 令和 4年 1月中旬以降随時 

【別紙１】 
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上記以外の者 令和 4年 3月中旬以降随時 

 

５．接種体制 

  市内医療機関での個別接種及び市が設営する施設等での集団接種を併用した接

種体制を構築する。 

  ただし、医療従事者については、自らが勤務する医療機関にて接種できるものと

する。 

 （１）個別接種 

  個別接種の会場は、市内に所在する医療機関の内、追加接種を実施する医療機関

とし、巡回による接種を含めるものとする。 

 

 （２）集団接種 

  集団接種の会場は次のとおりとする。 

会場名 住所 

栃木保健福祉センター 栃木市今泉町 2-1-40 

藤岡保健福祉センター 栃木市藤岡町赤麻 502-1 

北部健康福祉センター 

（ゆったり～な） 
栃木市西方町本城 2-1 

CITY GYM & SPA遊楽々館 

（岩舟健康福祉センター） 
栃木市岩舟町三谷 1038-1 

栃木市ワクチン集団接種会場 

（旧ベイシアワールドスポーツ大平モール店） 
栃木市大平町下皆川 2115-4 
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１．接種対象者 

 （１）接種対象者の範囲 

  接種対象者は、接種日において 5歳以上 11歳以下の者で、次の①②のいずれか

に該当する者とする。ただし、使用するワクチンが、医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく薬事承認において接種の適応と

ならない者は、接種の対象者から除外する。 

  ① 接種日において本市の住民基本台帳に記録されている者 

  ② 接種日において本市を含むいずれの市区町村の住民基本台帳に登録されてお

らず、かつ、本市に居住することが確認できる者で、市長がやむを得ない事情

があると認める者 

 

 （２）接種対象者数（概数） 

  約 8,400人 

 

２．実施期間 

  実施期間は、令和 4年 3月 1日から令和 4年 9月 30日までとする。なお、終了

時期は、国が示す実施計画等に基づき、必要に応じて変更する。 

 

３．ワクチン 

  小児（5 歳から 11 歳）への接種には、ｍＲＮＡ（メッセンジャーＲＮＡ）ワク

チンを使用する。 

 

４．接種券発送 

  接種時に必要となる接種券について、接種対象者ごとに発送時期は次のとおり

とする。 

対象者区分 

（令和４年２月末時点） 
接種券発送時期 

10歳～11歳 令和 4年 3月第 1週 

5歳～9歳 令和 4年 3月第 2週 

令和 4年 3月以降に新たに 5歳になる者については誕生月の月末発送とする。 

 

 

【別紙２】 
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５．接種体制 

  市内医療機関での個別接種での接種体制を構築する。個別接種の会場は、市内に

所在する医療機関の内、小児接種を実施する医療機関とし、巡回による接種を含め

るものとする。 

  集団接種については、状況に応じて検討するものとし、12歳以上の 1，2回接種

に倣うものとする。 

  

 


