
豊中市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画

令和3年（2021年）10月21日 第２版

豊中市 健康医療部 保健予防課 ワクチン接種対策チーム

1※本計画は作成日時点のものであり、国の決定などにより内容を変更する場合があります。
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はじめに（市の方針）

・新型コロナウイルスワクチン接種体制整備にあたっては、「豊中市新型インフルエンザ等対策マニュアル」を基本に、実施計画を策定する。

・豊中市では、個別接種※1を主として実施し、集団接種※2を補完的に行う。

普段から健康状態等を把握されているかかりつけ医で接種できるよう体制を構築し、かかりつけ医を持たない人等のために、ワクチンの

供給状況に応じて集団接種会場を段階的に増やしていくこととする。 また、高齢者施設での接種を希望する入居（入所）者に対しては、

施設での接種を行うこととする。

・若年層については、ワクチンカーとよなかを始め、多様なメニューを準備して接種の加速化を図る。

・市民に対してワクチンの安全性や効果、副反応など事前の情報提供及び啓発を十分に行い、市民の方が効果と副反応とを鑑みて接種

するかどうか判断できるよう努める。

※1個別接種…従来の定期接種・任意接種と同様に、個別の医療機関内で接種を行うこと。 ※2集団接種…市が設置する特設会場へ、医師会から医師・看護師に出務してもらい接種を行うこと。
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豊中市のキャッチフレーズとして掲げ、できるだけ多くの市民に11月末までにワクチンを接種していただく。



1．計画実施期間 接種実施期間令和3年（2021年）2月17日～令和4年（2022年）年2月28日（延長の可能性あり）
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➢接種体制概要策定 令和2年（2020年）11月中旬～

➢医療機関あて意向調査①(接種の取扱) 令和2年（2020年）12月21日

➢ワクチン接種対策チーム設置 令和3年（2021年）1月5日

➢委託業者契約等準備開始 令和3年（2021年）1月5日～

➢医療機関あて意向調査②（詳細） 令和3年（2021年）1月中旬

➢高齢者施設接種希望アンケート（1回目・2回目） 令和3年（2021年）1月末・2月末

➢医療従事者の接種開始（都道府県が実施） 令和3年（2021年）2月17日

➢新型コロナウイルスワクチン接種検討委員会設置 令和3年（2021年）3月1日

➢高齢者の接種券（クーポン券）発送 令和3年（2021年）3月29日

➢高齢者施設入居（入所）者の接種開始 令和3年（2021年）4月20日

➢高齢者（一般）の接種開始 令和3年（2021年）5月17日

➢ 60～64歳、基礎疾患を有する方、高齢者施設等従事者の接種券（クーポン券）発送・接種開始 令和3年（2021年）6月21日

➢ 50～59歳、保育・学校・消防関係従事者※の接種券（クーポン券）発送・接種開始 令和3年（2021年）7月5日

➢ 35～49歳の接種券（クーポン券）発送 令和3年（2021年）7月9日

➢ 12～34歳の接種券（クーポン券）発送 令和3年（2021年）7月14日

➢ 35～49歳の市内医療機関接種開始 令和3年（2021年）8月3日

➢ 12～34歳の市内医療機関接種開始 令和3年（2021年）8月10日

※保育・学校・消防関係従事者は市独自の対象者



2．接種対象者の概数および現在の接種率
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ア.高齢者（65歳以上）

※高齢者施設の入居者含む 105,341人

イ.基礎疾患がある方（20～64歳の方）

（全人口×6.3%+全人口×4.9%） 約45,778人

ウ.高齢者施設の従事者

（全人口×1.5%） 約6,131人

オ.ア～エ以外の方 230,335人

エ.60～64歳の方 21,151人

総人口 408,736人

※現在承認されているファイザー社、モデルナ社のワクチンは12歳以上が対象。アストラゼネカ社ワクチンは40歳以上が対象。

（令和3年4月1日時点住民基本台帳年齢別階級人口）

接種者数（10月17日時点）

12歳以上の2回目接種率約71.4％



3.接種体制

区分 場所 箇所数 実施日 予約方法 備考

（１）個別接種 医療機関 最大約250か所
各医療機関に

よる
各医療機関に直接予約
又は市接種予約システム

（２）集団接種
公共施設
民間施設

3～8か所
土日

（6月5日～8月8日）

市接種予約システム
・電話（コールセンター）
・ＬＩＮＥ

・WEB

・高齢者の接種開始時は、医療機関
が少ない地域に開設。
・ワクチン供給量不足により7月17日、

18日ぶんをもって新規受付停止

（３）出張接種 高齢者施設
約60か所

※医師会から派遣
する場合のみ

平日
（4月20日～7月28日）

市がとりまとめ

（４）ワクチンカーとよなか
希望者の

指定した場所
-

平日・土日
（9月13日～11月30日）

市電子申し込みシステム
・24人以上の接種を希望するグ
ループに医師看護師等を派遣

（５）ワクチン☽フライデー、
ワクチン☀サタデー 豊中市役所

豊中市教育セン
ター

最大2か所
金曜日の夜、
土曜日

（9月24日～10月30日）

市接種予約システム
・電話（コールセンター）
・ＬＩＮＥ
・WEB

・予約状況に応じ、予約なし接種
を実施

（６）ワクチン⚽U-19 市電子申し込みシステム ・12～19歳専用の優先予約
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・かかりつけ医等、自宅近くの医療機関で接種できる「個別接種」を主に体制を整備
・「集団接種」は補完的に実施（施設への出張接種は別途とりまとめ）
・若年層の接種開始後は、「ワクチンカーとよなか」や「ワクチン☽フライデー、ワクチン☀サタデー」「ワクチン⚽U-19」
「予約なし接種」など、接種を加速させる体制を構築。



①実施手順

意向調査を基に、各医療機関の対象者や、

週ごとの接種者数などを集計。

②配送方法（ワクチンセンターについて）

医療機関の負担軽減のため、各医療機関ごとの

接種希望数を保健所がとりまとめ、1週間に1回、

委託業者がワクチンセンター（保健所）から各医療

機関へ直接冷凍（-25℃～-15℃）で配送する。

接種後、廃棄バイアルがある場合は、医療機関より

情報提供シートをFAXで回収してV-SYSへ代行入力を行う。
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（1）個別接種



※個別接種にあたっての注意点等

・各医療機関において電話やWEBなどで予約受付。受付の際、ワクチンロスの無いように予約数をできるだけ

6の倍数となるようにし、感染防止対策を講じたうえで接種を行うよう留意する。

・予防接種の判断を行う際に注意を要する者について、接種を行うにあたり疑義がある場合は、かかりつけ医

での個別接種を推奨する。

・接種にあたっては、

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に係る医療機関向け手引き」

「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領」

「豊中市新型コロナウイルスワクチン（臨時接種）個別接種取扱マニュアル」

などを参照すること。
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①実施会場

公共施設または民間施設で実施。

⇒ 高齢者の接種開始時は、医療機関が少ない地域に開設。

⇒ 高齢者以外の接種開始時は、ワクチンの供給量に応じて会場を拡大。

国からのワクチン供給量が減少した際は集団接種を中止。

②受け入れ人数

開設する特設会場の規模・設備等に応じて、受け入れ人数（接種可能人数）を設定。

③出務人数

医師および看護師の出務人数については、市が調整を行う。

④必要物品

ワクチンやシリンジ・注射針・希釈用生理食塩水・救急セット等の必要物品は市で準備する。
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（2）集団接種



①対象施設（優先順位）
高齢者の接種開始（4月12日以降）直後はワクチン供給量が少ないことから、「新型コロナウイルス
ワクチン接種検討委員会」において、高齢者施設へ優先的に接種を行うこととし、高齢者施設の
優先順位を決定。管理医師が接種することができない施設へ出張接種を行う。

②準備物品
ワクチンやシリンジ・注射針・希釈用生理食塩水・救急セット等は市から持ち込むが、その他の物品等の
準備、接種場所のレイアウト、人員配置等については施設側で行う。
③出務人員
アンケートを基に、施設の管理医師などが接種を実施できない場合のみ、医師会から医師及び看護
師を派遣する。
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（3）出張接種（～7月末で2回接種完了済）

・認知症高齢者グループホーム
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅



予約を取るのが面倒、わざわざ医療機関に行くのはしんどい、仲間と

一緒なら安心して打てる、近くに来てくれるのなら接種したい人などに、

キャンピングカーで「ワクチン接種」をお届けする。

【申込方法】

24人以上6の倍数（日程により上限あり）のグループ代表者が、豊中市

電子申込システムで申込み。接種希望者リストや接種場所の写真等を

提出。

【申込開始】

8月31日～（申込枠満了済）

※接種は9月13日から開始（～11月30日で2回目終了）

※申込後、接種可能な上限数に達しておらず保健所に戻る時間が

ある日程については保健所で接種。個人単位で市接種予約シス

テムから予約受付。
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（４）ワクチンカーとよなか

【対象者の例】

・大学のクラブ、サークル仲間で ・ママ友仲間といっしょに

・マンション管理組合、自治会、子ども会で ・商店街イベントで

・中小事業者のみなさんで
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（５）ワクチン☽フライデー、ワクチン☀サタデー、ワクチン⚽U-19

社会人の方など、平日に医療機関での接種が難しい方向けに金曜日夜および土曜日に豊中市役所本庁舎、豊中市教育センターに接種会場を設置。

【申込方法】
市接種予約システム

【申込開始】（申込終了）
毎週火曜日より開始
※9月27日から毎週月曜日開始

【予約無し接種】
予約状況を見て、予約無しでの接種の受け入れを10月8日（金）、10月9日（土）に実施

豊中市役所本庁舎および豊中市教育センターの接種会場において、受験を控えた方など、12～19歳の方が優先して接種予約ができるよう対応。

【申込方法】
豊中市電子申込システム

【申込開始】（申込終了）
毎週火曜日より開始
※9月27日から毎週月曜日開始

ワクチン⚽ U-19

ワクチン☽フライデー、ワクチン☀サタデー



4.とよなかワクチンダイヤル（コールセンター）

■開設時期 令和3年（2021年）3月1日
■電話番号 06-6151-2511
■受付時間 9:00～18:00（平日のみ）
■回線数 24回線（繁忙期は増設）

➢繁忙期にあわせて柔軟にオペレーターの配置を調整。
➢外国語対応可能なオペレーターを常時配置。
➢専門職（保健師または看護師）のオペレーターを常時配置。

■業務内容
①新型コロナワクチンや接種方法等に関する一般的な質問への回答
②集団接種および個別接種（希望する医療機関のみ）の予約受付
③妊婦専用接種予約電話（080-7033-2757）の受付
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14

ワクチン・コンシェルジュフロー図

※11月以降、接種体制が縮小したのちはワクチン・コンシェルジュで1・2回目の新規接種希望者を一元化して受付予定

④ワクチン・コンシェルジュによる予約代行およびキャンセル枠へのマッチング



5.予約受付システム
・市が開設する集団接種および個別接種（希望する医療機関のみ）の予約を受け付ける。

・対象人口が多いため、問い合わせが集中しないよう複数の手法（LINE・WEB・電話）で受付できる

ようにする。

・デジタル（LINE、WEB）を利用した予約はリマインド及びプッシュ機能により、接種・予約忘れを防ぐ

ことができるため、個人情報保護に十分配慮したうえで、利用することとする。

【各ツールの特徴】

①LINE……… 24時間対応可。トーク画面から予約できる利便性の高さやリマインド及びプッシュ機能によるお知らせ。

②WEB……… 24時間対応可。メールによるリマインド及びプッシュ機能によるお知らせ。

③電話………直接オペレーターと話すことができる簡易性、安心感。
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求める機能
⇩

LINE 、WEB、電話による予約を一元管理できる予約受付システム



６.住民に対する情報提供（接種開始前）

ワクチンに関する副反応や安全性、有効性だけではなく、接種方法や回数などについて、

あらかじめ市民に広く周知する必要があり、様々な媒体で積極的に情報提供を行った。

 ➢広報とよなか、市ホームページ、市SNS（LINE、Facebook、twitter）

 ➢保健所twitter

 ➢デジタルサイネージ（市本庁舎ロビー、薬局）

 ➢保健所長によるワクチン解説動画

 （本庁、千里文化センター「コラボ」、庄内公民館、市立豊中

 病院での放映）

 ➢豊中市公式LINEアカウントのチャットボットQA（～3/31まで）

16

所長動画チャットボットQA



7.住民に対する情報提供（10月～）

接種が進んだことによる接種希望者の減少に伴い、接種体制は徐々に縮小することを市ホー

ムページ、SNS、広報誌で周知を行う。

接種希望者が情報を得て速やかに接種を受けることができるよう、自治体のみならず、公民

連携による様々な手法を活用していく。（公民連携担当部署である創造改革課と連携）
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啓発チラシ啓発ポスター

➢ガンバ大阪と連携した啓発ポスターの公共施設等掲示

➢地域SNSアプリでの子育て世帯向けの啓発バナー掲載

➢豊中市公民学連携プラットフォームを利用して、連携企業から

啓発チラシを配布



８.接種医療機関等の周知（時期・方法）

【実施時期】

令和3年（2021年）3月29日～

【周知方法】

・接種券(クーポン券)発送時に、個別接種を実施する医療機関一覧を同封。

※高齢者（65歳以上）へ発送する際は、高齢者のみを接種対象とする医療機関を掲載。

※高齢者以外への発送時には、高齢者以外も対象とする医療機関を掲載。）

・個別接種医療機関一覧は市ホームページに掲載。

・集団接種会場は市広報誌、市ホームページに掲載。

・ コールセンター（とよなかワクチンダイヤル）においても医療機関等の案内に対応。

・市内図書館に点字版の個別接種医療機関一覧を設置。

18



９.副反応等に対する対応方法
（住民への事前の情報提供・副反応が生じたときの相談先など）

【 事前の情報提供 】

➢保健所長によるワクチンの解説動画を配信（市ホームページ、SNS、公共施設など）

➢チャットボットや市ホームページ、広報とよなかに事前に副反応等に関するQAを掲載

【 副反応が生じたときの相談先 】

➢副反応など医学的な相談が可能な大阪府新型コロナワクチンコールセンター（0570-012-336）を案内。

➢個別接種の場合は、接種を受けた医療機関等で相談・受診。

➢集団接種の場合は、保健所（予防接種担当）まで相談。出張接種における相談先は接種時の

体制により施設の管理医師等、もしくは保健所（予防接種担当）となる。

⇒状況により医療機関への受診を促す。
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１０.接種を受けやすい環境づくりや接種によるインセンティヴ付与
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縦割りを超えた各部局の取り組み・協力により、様々な課題解決を図った

【未接種の高齢者への案内および予約支援】

未接種者への予約方法の案内通知と

各介護予防センターでの予約支援

【外国人向けの接種案内、予約～接種までの支援】

・多言語による接種の案内通知

・接種予約および通訳派遣依頼システムの運営

・集団接種会場運営

【重度の知的障害を持つ方向けの接種支援】

療育手帳所持者向けの集団接種会場運営

【接種当日・翌日の子どもの一時保育 （11月末まで）】

・市立こども園（25園）による接種翌日の預かり（1歳～未就園児）

・千里公民館での接種当日の預かり（生後6か月～未就園児）

および接種翌日の預かり（生後6か月～11か月）

【プレミアム商品券の接種済者への上乗せ

（商品券購入申込は10月20日まで）】

デジタル商品券購入者がR4.1月までに新型コロナワクチンを接種

済みである場合は商品券発行額に1,000円分上乗せ

こども事業課 産業振興課

長寿安心課 人権政策課 障害福祉課実施済 実施済 実施済

実施中 実施中


