
※本計画は、現時点での計画内容であり、今後、
国の通知、事業の検討、調整状況により、内容を
変更する場合があります。 

（令和 4年 6月１日） 

嬉野市 

新型コロナウイルスワクチン 

接種実施計画 
（第3版） 
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計画策定項目 

• 新型コロナワクチン接種の目的 

• 新型コロナワクチンの概要（ワクチンの種類や接種対象者等） 

• 接種券の発送 

• 接種方法・接種体制 

• ワクチンの分配・配送 

• ワクチン別副反応 

• 予防接種健康被害救済制度 

• 接種証明書（ワクチンパスポート） 

• 嬉野市の接種状況（令和4年5月31日時点） 

• 接種に関する情報提供・問い合わせ対応 

• さいごに 
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新型コロナワクチン接種の目的 

初回（1・2）回目接種 

新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減ら
し、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的としています。 

3回目接種 

1・2回目接種後、時間の経過とともに低下した感染予防効果や重症化予防効果を
再度高めることを目的としています。 

4回目接種 

新型コロナウイルス感染症は、高齢者や基礎疾患を有する方ほど重症化しやすいこと
が明らかとなっています。新型コロナウイルスに感染した場合の重症化予防を目的として
います。 
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新型コロナワクチンの概要 
（ワクチンの種類や接種対象者等） 

初回（１・２回目）接種 ファイザー 武田・モデルナ ノババックス アストラゼネカ 小児用ファイザー 

対象者 １２歳以上 １８歳以上 原則４０歳以上 ５～１１歳 

ワクチンの種類 ｍRNA ｍRNA 組み換えタンパク 

ワクチン 

ウイルスベクター 

ワクチン 

ｍRNA 

接種量・方法 0.3ml        

筋注（三角筋へ） 

0.5ml        

筋注（三角筋へ） 

0.5ml        

筋注（三角筋へ） 

0.5ml             

筋注（三角筋へ） 

0.2ml       

筋注（三角筋へ） 

接種間隔 ３週間 ４週間 ３週間 4～12 週間 ３週間 

接種回数 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

３回目接種 ファイザー 武田・モデルナ ノババックス 

対象者         １２歳以上 １８歳以上 

接種量・方法 0.3ml             

筋注（三角筋へ） 

0.25ml 

筋注（三角筋へ） 

0.5ml       

筋注（三角筋へ） 

接種間隔 ２回目接種完了から５カ月以上経過 ２回目接種完了から

６カ月経過 

接種回数 １回 １回 １回 

 

４回目接種 ファイザー 武田・モデルナ 

対象者 ６０歳以上または 

１８歳から６０歳未満で基礎疾患を有する

方や重症化リスクが高いと医師が認める方 

接種量・方法 0.3ml 

筋注（三角筋へ） 

0.25ｍｌ 

筋注（三角筋へ） 

接種間隔 ３回目接種完了から５カ月経過 

接種回数 １回 １回 
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接種券の発送 
初回（1・2回目）接種券 

新たに対象となる方（5歳の誕生日を迎えた方）：誕生日翌月の初旬に接種券を郵送します。 
接種券の再発行希望者：再発行をしますので電話でお申込みください。 

3回目接種券 

2回目接種から5ヵ月経過する頃に自動的に接種券を郵送します。 
新たに対象となる方（12歳の誕生日を迎えた方）：誕生日翌月の初旬に接種券を郵送します。 
接種券の再発行希望者：再発行をしますので電話でお申込みください。 
 

4回目接種券 

 60歳以上の方：3回目接種から5ヵ月経過する頃に自動的に4回目接種券を郵送します。 

 18～59歳で基礎疾患を有する方：接種希望する方は以下の方法で申請が必要です。（6月中旬より申請スタート） 

①電話申請 

 嬉野市役所塩田庁舎健康づくり課 TEL：0954-66-9120 （平日 9：00～17：00）  
 3回目の接種情報をお伺いしますので手元に接種済証をご準備の上お電話 ください。受付後、郵送にて接種券をお送りします。 

②電子申請 

 ・パソコン等からの申し込みの場合    
 URL:https://www.city.ureshino.lg.jp/kenko/chui/_25718/_27081/form.html   
 ・二次元コードからの申し込みの場合 

 申し込みフォームに必要事項を入力し、申請をしてください。  

③窓口申請 

 嬉野市役所塩田庁舎健康づくり課でのみ対応が可能です。（平日 9：00～17：00）  
 3回目の接種情報を確認しますので接種済証と身分証明書をご持参ください。 
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接種方法・接種体制 

   市内15か所の医療機関での個別接種 
  ・多くの医療機関でワクチン接種体制が整っている 

  ・副反応出現等、緊急事態の際の処置・対応がスムーズ 

 

 

  ①接種券が届いたら、同封の案内チラシに掲載されている実施医療機関を確認する。 

  ②医療機関へ直接電話で予約をする。（接種歴の確認をします。） 

  ※接種日時やワクチンの種類はご希望に添えない場合があります。 

  ※ワクチン接種を断られた場合は市役所健康づくり課（TEL：0954－66－9120） 

    へお電話ください。 

  ③接種日当日は接種券を持参し、接種を受ける。 

接種方法 

接種場所 
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ワクチンの分配・配送① 
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市へワクチンが届くまで 



ワクチンの分配・配送② 

 

〇ディープフリーザーを設置している市内施設から市が責任をもってワクチンを市内
医療機関へ配送します。 

○嬉野市内の医療機関で使用されているワクチンはファイザー社製ワクチン・武田
/モデルナ社ワクチン・小児ファイザーワクチンの3種類です。 

 

卸業者 

個別接種 
かかりつけ医療機関での個別接種（１５か所） 

嬉野市 

市による配送 

配達業者による配送 
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市へワクチンが届いたら 



ワクチン別副反応① 

ファイザー 
武田／ 
モデルナ 

アストラゼネカ ノババックス 
小児用 
ファイザー 

接種日当日に出現する症状 

アナフィラキシー 

・薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。 
・じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が、急に起こります。血圧低下や 
 意識レベルの低下（呼びかけに反応しない）を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。 
・起こることは極めてまれですが、接種後にもしアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応が可能なよう、医療機関では医薬 
 品などの準備をしています。 

血管迷走神経反射 
・ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。 
・誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。 
・倒れてケガをしないように、背もたれのある椅子に座って様子を見てください。 

発現割合 数日後に出現する症状 

50％以上 

接種部位の痛み、疲労、
頭痛 

接種部位の痛み、疲労、
頭痛 

接種部位の痛み、疲労、
頭痛 

圧痛 接種部位の痛み、疲労 

10-50％ 

筋肉痛、悪寒、関節痛、
下痢、発熱、 
接種部位の腫れ 

筋肉痛、リンパ節症、 
悪寒 

倦怠感、悪寒、関節痛、
吐き気、接種部位の熱
感、かゆみ 

疼痛、疲労、筋肉痛、 
頭痛、倦怠感、関節痛 

頭痛、接種部位の腫れ、
発赤、筋肉痛、寒気 

1-10％ 

吐き気、嘔吐 発熱、接種後7日目以
降の接種部位の痛み、 
腫れ、紅斑） 

発熱、嘔吐、接種部位
の腫れ・発赤・硬結、四
肢痛、無力症 

吐き気・嘔吐、接種部位
の腫脹・硬結・発赤、 
発熱 

下痢、発熱、関節痛、 
嘔吐 

●ごく稀ですが、軽症の心筋炎・心膜炎を発症した例が報告されています。 
・ワクチンを受けた後、数日以内に、胸痛、動悸、息切れ、むくみ等の症状があれば、すぐに医療機関を受診し、ワクチンを受けたことを伝えてください。 
・報告されているものでは、若い方、特に男性において２回目の接種後数日以内に発症する例が多い傾向がみられます。 
・心筋炎と診断された場合には、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復するとされています。 
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• 若年男性では、武田／モデルナ社より、ファイザー社の方が、心筋炎・心膜炎の
発症頻度が低いことがわかりました。若年男性に限り、武田／モデルナ社のワク
チンを接種した方も、ファイザー社のワクチンを希望する場合は、ファイザー社のワ
クチンを受けられるようになりました。 
 

• 新型コロナワクチンは、発症予防効果などの接種のメリットが、副反応などのデメ
リットより大きいことを確認して、皆さまに接種をおすすめしていますが、ご本人が
納得した上で、接種をご判断ください。 

 

• 10代・20代の男性で
新型コロナワクチン接種
後に、心筋炎・心膜炎
を発症した事例が報告
されています。 

ワクチン別副反応② 
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予防接種健康被害救済制度 
• 予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害（病気に 

 なったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではある    

 ものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 申請に必要 と な る手続きな ど 、詳し く は 、健康づくり課へご相談 くだ さ い 。 
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接種証明書（ワクチンパスポート） 

申請方法 電子（スマートフォンによる）申請、窓口や郵便申請、コンビニ交付 

申請者 どなたでも申請可能（日本国内、海外渡航どちらの利用でもOK） 

接種証明書の様式 電子証明書、紙による証明書（二次元コード付き） 

新型コロナワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）は電子申請が便利です！ 

電子版 

◎操作方法等に 
ついては市のホーム
ページ等でお知らせ
しています。 

令和4年夏頃、コンビニ交付が 
可能となる予定です。 

※市役所へ来庁せずに紙の証明書交付が可能にな
ります。（海外用の証明書が欲しい場合は旅券番号

を事前にアプリへ登録する必要があります） 
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嬉野市の接種状況（令和4年5月31日時点） 

13 



接種に関する情報提供・問い合わせ対応 

新型コロナウイルスワクチン接種に関する国民や医療機関等からの相談は、 

 国・都道府県・市町村がそれぞれの役割に応じて対応する。 

都道府県  

相談窓口・コールセンター 

市町村  

相談窓口・コールセンター 

医学的知見が必要となる専門的な相談など、 

市町村では対応困難な問合せへの対応 
 

佐賀県新型コロナウイルスワクチン 

副反応等相談センター 

☎ 0954-69-1105 

受付時間：毎日 8：30から17：00まで 
 

・接種後３日経っても腫れているが、医療機関を 

 受診した方がよいか       等 

住民や医療機関からの問合せ対応 
 

嬉野市役所健康づくり課 

☎0954-66-9120 

受付時間：平日のみ9：00～17：00  
 

・どこの医療機関で接種できるか 

・クーポン券を紛失したがどうしたらよいか 

・クーポン券を持参し忘れた方が来院されたが、 

 接種してもよいか（医療機関）        等 

厚生労働省  

新型コロナワクチンコールセンター 

コロナワクチン施策の在り方等に 

関する問合せへの対応 

 
☎：０１２０－７６１－７７０ 

  （フリーダイヤル） 

 受付時間：毎日９：００～２１：００ 

 

ワクチン接種円滑化システム 

（Ｖ－ＳＹＳ）サービスデスク 

Ｖ－ＳＹＳ利用者（都道府県・市町村・ 

医療機関）からの問合せへの対応 
 

Ｖ－ＳＹＳサービスデスク 

☎ 050-3174-1505 

受付時間：平日のみ8：30～19：00 
 

・ログインＩＤ・パスワードを忘れてしまった 

・入力内容を修正したいがどうしたらよいか 等 
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さいごに 

• 嬉野市は、医師会・歯科医師会・薬剤師会等関係機関の協力
を得て、3回目までのコロナワクチン接種をほぼ終えることができまし
た。 

• 今回の4回目接種も市民の皆様が安心してワクチン接種を受ける
ことができるよう、医師会をはじめ、関係機関等と連携を取りながら
準備を進めワクチン接種を実施していきます。 

• また、4回目接種は重症化予防を目的としており、接種対象が限
られていることから、感染予防（マスク、手洗い、三密を避ける
等）に努めていただきますようお願いします。 

• ワクチン接種は、ご本人の意思に基づき接種を受けていただくもの
です。接種を望まない人に接種を強制することはありません。職場
や周りの人など、接種を受けていない人に差別的な扱いをすること
のないようご理解・ご協力をお願いします。 
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