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年齢区分

※12歳は誕生月の前月初旬に発送。15歳以下の方は個別接種を推奨
※高齢者施設等

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

⑥１２～１５歳

①７５歳以上

②６５～７４歳

③１６～６４歳

基礎疾患のある方
及び

高齢者施設等従事者

④１６～６４歳
保育所等に従事する
保育士・幼稚園教諭

及び
高齢者居宅系サービス事業所・
障害者訪問系サービス事業所

⑤１６～６４歳

その他一般

　４/１５接種券発送

　４/２８～９/２６　中野区医師会館接種

　５/１０～予約受付｛個別医療機関分（約１４０施設）｝

　５/１７～個別医療機関接種（医療機関毎に開始日は異なる）

　５/２１～予約受付｛区民活動センター分｝

　６/１～９/３０　区民活動センター接種

　５/１４接種券発送

　５/２１～９/２６　中野区医師会館接種

　５/２１～予約受付｛個別医療機関分（約１４０施設）｝

　５/２１～個別医療機関接種

　５/２１～予約受付｛区民活動センター分｝

　６/１～９/３０　区民活動センター接種

　６/１０接種券発送

　６/１５～９/２６　中野区医師会館接種

　６/１５～予約受付｛区民活動センター分｝

　６/１５～９/３０　区民活動センター接種

　６/１０接種券発送

　６/２８～９/２６　中野区医師会館接種

　６/２８～個別医療機関接種

　６/１５～個別医療機関接種

　
　６/２８～９/３０ 区民活動センター接種

　４/２３～予約受付｛中野区医師会館分｝

　５/２１～予約受付｛中野区医師会館分｝

　６/１５～予約受付｛中野区医師会館分｝

　

　６/１５～予約受付｛個別医療機関分（約１４０施設）｝

　６/２８～予約受付｛個別医療機関分（約１４０施設）｝

　５/１８～順次に施設での接種開始

　６/１０接種券発送

　６/２２～９/２６　中野区医師会館接種

　６/２２～個別医療機関接種

　
　６/２２～９/３０ 区民活動センター接種

　

　６/２２～予約受付｛個別医療機関分（約１４０施設）｝

　７/１６接種券発送

  ８月中下旬（見込み）～個別医療機関接種

  ８月上旬（見込み）～予約受付｛個別医療機関分（約７０施設）｝

　６/２２～予約受付｛中野区医師会館分｝

　６/２２～予約受付｛区民活動センター分｝

　６/２８～予約受付｛区民活動センター分｝

　６/２８～予約受付｛中野区医師会館分｝

新型コロナウイルスワクチン接種について

令和３年３月２１日に策定した「新型コロナウイルスワクチン接種実施計画」（以

下「実施計画」という。）について、４月２１日と５月７日に更新を行ったところで

あるが、５月３１日付けで厚生労働大臣の指示が改正され、１２歳以上が接種対象に

加わったため、７月１５日に更新を行ったので報告する。

１ 区への住民接種用ワクチン供給について

８月２３日の週まで ２７２箱 （３１５，３１５回分 ）受領済

１０月 ４日の週まで ４８箱＋α（ ５６，１６０回分＋α）受領予定

合計 ３２０箱＋α（３７１，４７５回分＋α）受領予定

２ 実施計画（令和３年７月１５日版）

主な更新か所としては、以下の通り１２歳以上１５歳以下の接種スケジュールを

追加するとともに、６月末までの６５歳以上の接種実績等を踏まえ、区民全体の想

定接種率を５３．６％から６７．０％に上方修正した（詳細は別紙参照）。

※上記スケジュールは、ワクチン供給状況により変更する可能性がある。
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３ 進捗状況等について

（１）接種券発送数（対象者数）

７５歳以上 ３８，９６６人（４月１５日発送済）

６５歳以上７４歳以下 ３１，５２６人（５月１４日発送済）

１６歳以上６４歳以下 ２３４，６４９人（６月１０日発送済）

１２歳以上１５歳以下 ６，１１６人（７月１６日～８月６日発送済）

※９月以降に１２歳になる方は、誕生月の前月初旬に送付している。

（２）進捗状況の公表

８月下旬から原則毎週月曜日に区ホームページの接種状況を更新している。

４ 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について

区民からの申請により新型コロナウイルス感染症予防接種証明書を発行してい

る。

（１）受付開始日

７月２６日（月）から

（２）対象者

海外渡航予定がある方

※当面は、海外渡航の予定がある方のみが対象

（３）申請方法及び発行方法

原則、郵送で申請し、証明書を書面で郵送発行

（４）申請書類

ア 必要書類

・申請書

・海外渡航時に有効なパスポート（旅券番号が確認できるページ）の写し

・接種券番号の分かるもの（接種券のうち「予診のみ」部分等の写し）

・接種済証または接種記録書の写し

・本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）の写し

・返信用封筒（切手を貼り、返信先住所を記載したもの）

イ 場合によって必要な書類

・旧姓・別姓・別名の確認書類（旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合）

・委任状（代理人による請求の場合）



中野区 新型コロナウイルスワクチン
接種実施計画（令和3年7月15日付）

※ 本資料は、現時点の計画内容であり、今後、国の通知・事業検討・調整状況、ワクチンの
供給量等により内容を変更する場合がある。

中野区健康福祉部
新型コロナウイルスワクチン接種担当
ＴＥＬ：０３-３３８２-２４２７
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新型コロナウイルスワクチンの概要
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ワクチンの概要

 6月4日現在で薬事承認されたワクチンは３種類となっているが、区の集団接種及び個別接種で接種
可能なワクチンはファイザー社製ワクチンとなっている。武田／モデルナ社製は、職域接種等で使用
されることとなっている。

令和３年6月4日「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(3.1版)」より抜粋加工

※接種日において満12歳以上が対象 　※接種日において満18歳以上が対象
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ワクチン接種体制の概要



ワクチン接種体制の概要①
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～　想定条件　～
     ▶ 中野区総人口 約 33.7万人

 ▶ 対象     人口構成 高齢者 約  7.1万人

     その他一般 約 24.2万人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※12歳未満 2.4万人除く

   ▶ 想定接種率 約67.0%（12歳未満の者を除く)

   ※ 高齢者82％、16歳以上64歳以下63%、12歳以上15歳以下50%を想定

   ▶ 個別接種 区内140以上の医療機関で実施

   ※上記のうち、大規模接種医療機関 12医療機関

   ▶ 集団接種 区民活動センター（15ｾﾝﾀｰのうち3ｾﾝﾀｰずつ巡回）

   中野区医師会館（週3日 水・木・日曜日に実施）

  ▶ 接種期間（想定） 令和3年4月28日(水)～（75歳以上の高齢者から順次開始）

   ▶ 予約方法 個別接種： 直接医療機関へ申込

   集団接種及び大規模接種医療機関： WEBシステム または

       コールセンター

　　　　　　　　　　　　　

約　31.3万人



ワクチン接種体制の概要②
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～　全区民が身近な会場で接種ができる体制の確保　～

○ 個別接種
▶ 個別接種が受けられる区内140以上の医療機関は、区内全域に偏りなく分布している
ため、全区民が、身近な医療機関での接種が可能

▶ ファイザー社製のワクチンの管理・分配・移送については、医療機関の負担となるた
め、中野区で適切に管理・分配を行い、各個別医療機関まで確実に移送する体制を整える

○ 集団接種
▶ 区民活動センターを巡回して実施する集団接種は、6月1日～9月30日まで土日祝日を
含む毎日(休館日を除く)実施し、働く世代の方などにも幅広い接種の機会を提供するとともに、
希望される方に早期に接種が可能な体制を整える

▶ 中野区医師会館で実施する集団接種は、中野区医師会・中野区薬剤師会の協力の下、
4月28日(水)から主に個別医療機関が休診となる水・木・日曜日(祝日を除く、9月中は日曜日の
み)を中心に実施し、接種機会を確保する



ワクチン接種体制の概要③（接種体制ごとの想定）

6

～個別接種と集団接種の比率はおよそ６：４～

 ▶  各医療機関への事前アンケート実施の結果から

   → 個別接種での接種可能回数は1週間あたり約13,800回接種を想定

 ▶  区民活動センターを巡回実施する集団接種は、1日３施設開設し、１施設あたり約240～

  360人程度接種可能な体制を整える

   → 1週間あたり、約5,040～7,560回接種を想定

 ▶ 中野区医師会、中野区薬剤師会の協力により、週３日、中野区医師会館にて集団接種を実

  施。1日あたり200～300人程度接種可能な体制を整える

   → １週間あたり、約600～900回接種を想定

⇒　想定接種率の対象区民が早期に接種可能な体制を整えるため、ワクチンの本格供給から
約6ヶ月間で対象区民の約67.0％が接種可能な体制を確保。



ワクチン接種スケジュール
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年齢区分

※12歳は誕生月の前月初旬に発送。15歳以下の方は個別接種を推奨
※高齢者施設等

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

⑥１２～１５歳

①７５歳以上

②６５～７４歳

③１６～６４歳

基礎疾患のある方
及び

高齢者施設等従事者

④１６～６４歳
保育所等に従事する
保育士・幼稚園教諭

及び
高齢者居宅系サービス事業所・
障害者訪問系サービス事業所

⑤１６～６４歳

その他一般

　４/１５接種券発送

　４/２８～９/２６　中野区医師会館接種

　５/１０～予約受付｛個別医療機関分（約１４０施設）｝

　５/１７～個別医療機関接種（医療機関毎に開始日は異なる）

　５/２１～予約受付｛区民活動センター分｝

　６/１～９/３０　区民活動センター接種

　５/１４接種券発送

　５/２１～９/２６　中野区医師会館接種

　５/２１～予約受付｛個別医療機関分（約１４０施設）｝

　５/２１～個別医療機関接種

　５/２１～予約受付｛区民活動センター分｝

　６/１～９/３０　区民活動センター接種

　６/１０接種券発送

　６/１５～９/２６　中野区医師会館接種

　６/１５～予約受付｛区民活動センター分｝

　６/１５～９/３０　区民活動センター接種

　６/１０接種券発送

　６/２８～９/２６　中野区医師会館接種

　６/２８～個別医療機関接種

　６/１５～個別医療機関接種

　
　６/２８～９/３０ 区民活動センター接種

　４/２３～予約受付｛中野区医師会館分｝

　５/２１～予約受付｛中野区医師会館分｝

　６/１５～予約受付｛中野区医師会館分｝

　

　６/１５～予約受付｛個別医療機関分（約１４０施設）｝

　６/２８～予約受付｛個別医療機関分（約１４０施設）｝

　５/１８～順次に施設での接種開始

　６/１０接種券発送

　６/２２～９/２６　中野区医師会館接種

　６/２２～個別医療機関接種

　
　６/２２～９/３０ 区民活動センター接種

　

　６/２２～予約受付｛個別医療機関分（約１４０施設）｝

　７/１６接種券発送

  ８月中下旬（見込み）～個別医療機関接種

  ８月上旬（見込み）～予約受付｛個別医療機関分（約７０施設）｝

　６/２２～予約受付｛中野区医師会館分｝

　６/２２～予約受付｛区民活動センター分｝

　６/２８～予約受付｛区民活動センター分｝

　６/２８～予約受付｛中野区医師会館分｝
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ワクチンの接種想定と接種体制



想定する接種数

9

　～　想定接種率は、対象区民の約67％　～

▶ ①  高齢者、②16歳以上64歳以下、③12歳以上15歳以下、計312,700人の接種を区が実施
▶ 接種率想定：①82％、②63％、③50%で試算
▶ 区実施分 想定接種者数：209,421人(12歳未満除く）

       接種必要回数：418,842回

人口（概算） 想定接種率 想定接種者数 接種必要回数
Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ＊Ｂ Ｄ＝Ｃ＊2回

総人口 336,700 人
接種対象者数 312,700 人 67.0% 209,421 人 418,842 回

70,500 人 82.0% 57,810 人 115,620 回
②16歳以上64歳以下 234,700 人

基礎疾患を有する者 14,300 人 63.0% 9,009 人 18,018 回
高齢者施設従事者 5,100 人 63.0% 3,213 人 6,426 回
上記以外の者 215,300 人 63.0% 135,639 人 271,278 回

③12歳以上15歳以下 7,500 人 50.0% 3,750 人 7,500 回
【対象外】１２歳未満の者 24,000 人 ー ー ー

①高齢者(65歳以上） 
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ワクチンの接種体制確保①（本格供給から4ヶ月間）

～ワクチン本格供給(6月)から4か月間で接種率55％を達成可能な体制を確保～

▶  下表のとおり、9月までに最大約172,800人分の接種体制を確保

接種回数 接種者数
対対象人口
カバー率

A B=A/2 C=B/312,700人

高齢者（75歳以上先行） 4月28日～6月6日
先行 集団（医師会館） 14日間 1施設 198回 2,765 回 1,383 人 0.4%

16歳以上開始 5月17日～6月30日（45日間)
集団接種（区民活動センター） 29日間 3施設 189回 16,403 回 8,202 人 2.6%
集団接種（医師会館） 12日間 1施設 189回 2,272 回 1,136 人 0.4%
個別接種（医療機関） 33日間 146施設 15回 73,107 回 36,554 人 11.7%

施設入所者等 巡回接種 － ５施設 ー 123 回 62 人 0.0%
区外 その他（自衛隊東京大規模接種センター等） 22,112 回 11,056 人 3.5%

114,017 回 57,009 人 18.2%
12歳以上開始 7月1日～9月30日（92日間)

集団接種（区民活動センター） 89日間 3施設 221回 58,900 回 29,450 人 9.4%
集団接種（医師会館） 28日間 1施設 244回 6,820 回 3,410 人 1.1%
個別接種（医療機関） 61日間 146施設 16回 141,893 回 70,947 人 22.7%

施設入所者等 巡回接種 － 13施設 － 533 回 267 人 0.1%
区外 その他（自衛隊東京大規模接種センター等） 20,730 回 10,365 人 3.3%

228,876 回 114,438 人 36.6%

345,658 回 172,829 人 55.3%

小計

小計

合計 

接種対象者
（対象人口 312,700人）

※ 12歳未満除く

接種方法 稼働日数
接種施設数

/日

1施設あたり
平均接種回数

/日

一般

一般
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ワクチンの接種体制②（本格供給5ヶ月目以降）

～ ワクチン本格供給(6月)から6ヶ月で想定接種率67％を接種可能な体制を確保～

▶ 本格供給から5ヶ月目以降は、医療機関の協力の下、約27,000回/月 程度の接種回数の
 確保を行う。

▶ モデルナ社製ワクチンが個別接種で使用でき、同社製ワクチンが確保できるように
 なった場合は、その他職域接種等と個別接種（医療機関）との接種回数を調整する。

接種回数 接種者数

Ｄ Ｅ=Ｄ/2

10月 21日間 146施設 9回 27,594 回 13,797 人 4.4%
11月 20日間 146施設 9回 26,280 回 13,140 人 4.2%

7月～11月 その他職域接種等 19,310 回 9,655 人 3.1%
73,184 回 36,592 人 11.7%

418,842 回 209,421 人 67.0%

小計

合計(4月28日～11月30日） 

接種対象者
（対象人口 312,700人）

※ 12歳未満除く

接種方法 稼働日数
接種施設数

/日
1施設あたり平
均接種回数/日

対人口接種率
Ｇ=

Ｆ/312,700人

全区民
個別接種

（医療機関）
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個別接種体制について
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個別接種体制の概要

～区内140以上の医療機関の協力による身近な接種体制の確保～

▶ 事前アンケートの結果により、個別接種全体で1週間あたり約13,800回の接種体制の確保が可能
▶ 週300回以上接種可能な大規模接種医療機関は、12医療機関
  それ以外の個別接種機関は、約130医療機関

▶ 各医療機関の負担軽減のため、ワクチンの管理・分配・移送は、原則として、区が実施
▶ 大規模接種医療機関について、予約受付等の負担軽減のため、区で設置するコールセンター、
  ＷＥＢ予約システムで予約が可能

箇所数 実施日
ワクチンの

管理・分配・移送
予約方法

大規模接種医療機関
(週300回以上接種可能な医療機関）

12
区の設置するコールセンター

または
区の開設するＷＥＢ予約システム

個別接種医療機関
（週300回未満接種の医療機関）

約130 各医療機関へ直接お問い合わせ

区分

個別
接種

各医療機関の定める
診療日・時間

中野区がワクチンの希
望量調査・管理・分配
作業・各医療機関への
移送を実施。

(※1：接種開始から当面の間の

みの実施）

(※2：大規模接種医療機関：

ディープフリーザー配置後につ
いては、ワクチンメーカーから

直接施設へ移送を受ける）
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ワクチンの管理・分配・移送体制

～　区施設での業務集約により効率化　～

▶ ファイザー社製ワクチンによる接種では、区施設を基本型接種施設とし、各医療機関をサテライ  

 ト型接種施設とすることで、ワクチンの管理・分配・移送にかかるサテライト型接種施設の事務作

　業・人的負担を軽減

▶ ワクチンの管理・分配・移送にあたっては、創薬再生医療輸送の実績のある民間事業者に委託し、

安全・安心で確実な移送を実現

▶ 国からディープフリーザーが十分な量供給された場合には、大規模接種医療機関に設置を行い、

 順次、基本型接種施設として自施設のワクチン管理に専念できる体制を整える

⇒　接種に協力していただくすべての医療機関が、ワクチンの接種に専念でき、より安全な環境で、

　区民が接種を受けることのできる体制を構築
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ワクチンの管理・分配・移送体制

▶ 医療従事者等の接種時から基本型接種施設

 として協力いただいている医療機関（3施

 設）は、原則自院のみのワクチン管理と接種

 に専念 

 

▶ その他約140の医療機関は、区施設を基本型

 接種施設とするサテライト接種施設に位置づ

 け、区施設からワクチン移送を受け、個別接

 種を実施 

 

▶ 区施設から週２回、サテライト型接種施

 設へ移送 

区 施 設



16

ワクチンの管理・分配・移送の流れ

① 【サテライト型】接種見込数を中野区へメール
  または電話にて報告
       
② 【中野区】希望数をV-SYSへ発注入力

③ 【中野区】都からのワクチン供給量の決定後、
  サテライト型接種施設へ配分数を報告

④ 【サテライト型】報告数をもとに予約受付、  
  予約受付数を中野区に報告
  ※週２回 報告を受付

⑤ 【中野区】報告数をもとにワクチンを小分けし、
  区施設から3時間以内に移送

⑥ 【サテライト型】移送を受けたワクチンを冷蔵
  保存し、５日以内に使用

① 

　
見
込
数
の
報
告

③
　
配
分
数
の
報
告

④
　
予
約
数
の
報
告

⑤
　
ワ
ク
チ
ン
の
移
送

② V-SYSへ希望数量入力

③ 東京都よりワクチン
  配分量の決定

⑥ 接種実施
  冷蔵で5日以内に接種

区 施 設
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集団接種体制
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区民活動センター及び医師会館における集団接種体制

○　区民活動センターにおける集団接種体制
　　～15区民活動センターを巡回実施～

▶実施期間： 6月1日～9月末

▶接種日 ： 土日祝日含む毎日
       (休館日除く)

▶接種会場： 区民活動センター
   (1日３施設開設）

▶接種時間： 10時～12時
       13時～15時
       15時30分～17時30分

▶実施レーン：２レーン

▶接種見込み：高齢者優先接種時 240人
   （15分あたり10人/２レーン）

     その他一般接種時 最大360人
   （15分あたり15人/２レーン）

○　医師会館における集団接種
　　～個別医療機関の休診日をカバー～

▶実施期間： 4月28日～9月末

▶接種日 ： 原則  水・木・日曜日
       （祝日除く）

▶接種会場：中野区医師会館
      (中野区中野２ー２７ー１７）

▶接種時間： 10時～11時30分
       12時～13時
       14時～15時
       15時30分～17時
▶実施レーン：２レーン

▶接種見込み：高齢者優先接種時 200人
   （15分あたり10人/２レーン）

     その他一般接種時 最大300人
   （15分あたり15人/２レーン）
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集団接種会場での接種の流れ

1分

事前に予診票
を記入し会場へ 検温・消毒 受付・予診票

確認
問診 接種済証発行

相談

2分 2分 1分15分～30分

1人あたりおよそ20分～40分程度で接種完了

※　接種当日相談したい方は、
　　相談係へ

ワクチン接種 副反応
待機スペース

1分



20

集団接種会場のレイアウト例
【当日の流れ】

① 接種券に同封された予診票を自宅

 で記入し会場へ

②受付

③予診票確認

④相談コーナー(希望者のみ）

⑤問診・接種

⑥副反応観察

⑦接種済証発行

②受付・記録

④相談

③予診票確認

⑤問診

⑤接種

⑥副反応観察

事

事

事

事

事

事

看

看 看看

看

看

医 医

相談コーナーを設

け、⑤「問診」時

の滞留を回避

【会場人員体制（例）】

事

看

医

事務員 7名
(受付、予診票確認、誘導・案内、管理者）

看護師 6名
(相談・接種・薬液充填・希釈、副反応観察）

医師 2名（問診・副反応対応 等）

事

⑦
接
種
済
証
発
行
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副反応への対応

～　副反応が発生した場合の救急体制の確保　～

▶ 接種会場では、救急用品準備、救護スペース確保、会場スタッフの役割分担、搬送先

 の医療機関を確認し、アナフィラキシー等が発生した場合の救急体制を整備

▶ 予診票確認、問診により、ワクチン接種により稀に発生しうるアナフィラキシー等の

 発生リスクをできる限り減らす

▶ 予防接種者の異変に気付いた医療スタッフは、状態を確認し、救護室へ移送

 医師の診断の結果、必要に応じて薬剤の投与、救急車での救急搬送を行う

⇒　区民がより安全な環境で、ワクチン接種を受けることのできる体制を構築



集団接種会場配置図

22
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高齢者施設等入所者の接種



高齢者施設等の入所者・従業者の接種

24

※ 施設職員の接種券は高齢者と同時に届かないため、希望者は事前に区へリストを提出の上 
接種券付き予診票の交付を受けて接種

施設の嘱託医等が接種を行う
サテライト型施設の場合

・施設に医師やかかりつけ医
がいない場合

・施設の嘱託医等が接種を行う
サテライト型施設でない場合

嘱託医やかかりつけ医が施設
を訪問して接種

区が委託する接種チームが巡回し
接種

～高齢者施設等の範囲～

▶介護保健施設        ▶居住系介護サービス    ▶老人福祉法による施設
 約15施設 1,200人       約35施設 1,300人     約10施設 180人

▶高齢者住まい法による住宅 ▶障害者施設等        
 約4施設 230人         約30施設 140人
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予約方法について



予約方法のスキーム
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大規模接種機関 個別接種機関集団接種会場

医療機関へ
直接予約



予約ＷＥＢサイトの画面イメージ
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広報・相談体制について
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相談・広報体制

○　区民からの問い合わせ・相談

▶ 中野区新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口（コールセンター）の設置

   ＴＥＬ：０５７０（０３）５４４４（ナビダイヤル）　

　　 （午前９時～午後７時 土日祝日含む毎日）

    ※令和３年３月1日～40回線を開設、5月21日～30回線増設、6月1日～6回線増設。

  

○　区民への周知・広報

▶ なかの区報（各号にて随時情報を更新）

▶ なかの区報折り込みチラシ（4月5日号、5月20日号）

▶ 中野区公式ホームページ

▶ 中野区公式ＳＮＳ（Facebook,Twitter,LINE）

▶ 周知用チラシ等の掲示、配布


