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第１章 総則 

１ 目的 

 この計画は、新型コロナウイルスワクチンの接種にあたり、円滑かつ適切な接種を実施

するための基本的事項を定めるものである。 

２ 実施の背景 

 令和２年１月 28日付で指定感染症として定められた、新型コロナウイルス感染症（病原 

体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。） 

であるものに限る。）の発症および重症化を防ぐため、令和３年２月 16日に発出された「新

型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示）」に基づき、市町村を実施

主体として、新型コロナウイルスワクチンの接種を行うことになった。その後、同年 11月

16日に改正された同指示により、新型コロナウイルス感染症の更なるまん延防止のため 12

月１日から追加接種を行うことになった。新型コロナウイルス感染症は、市民の健康を脅

かすだけでなく、行動を抑制し、社会活動を著しく制限するものである。マスクの着用や

３密の回避が「新しい生活様式」として定着して久しいものの、感染拡大を抑え、市民が

安心して暮らせる毎日を回復するためにワクチンが果たす役割は大きい。 

３ 基本方針 

 基本方針は次のとおりとする。 

円滑な接種体制の構築 

 接種を希望する市民が安全かつ確実に受けることができるよう、ワクチン接種体制の構

築と、円滑な接種を実施する。 

関係団体との連携・協力 

 鎌倉市医師会や鎌倉市薬剤師会、その他関係機関との連携・協力のもと医療提供体制を

構築する。会場の運営については各施設の管理者と連携しながら、安全に接種できる環境

を整備する。 

正確な情報提供 

 正確かつ分かりやすい情報を市民に提供する。また、接種を希望しない市民についても、

接種を受けないことで不当な扱いを受けないように啓発活動を行う。 

４ 実施主体 

 実施主体は鎌倉市とする。 

市は国の指示のもと、神奈川県及び県内他市町村と連携しながら接種を実施する。 
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５ 関係法令 

 予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）及びその関係法令、実施要領、国が定める手引き

に則って実施する。 

  



3 

 

第２章 接種対象者 

１ 対象者の範囲 

本市に住民票を置く、全市民を対象とする。ただし、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（昭和 35年法律第 145号）に基づく、いわゆる薬事承

認において接種の適応とならない者は接種の対象から除外する。接種日に市の住民基本台

帳に記録されていない者で、市での接種を希望する者については、所定の手続きを経るこ

とで接種を受けることができるものとする。手続き方法については国の仕様に則る。 

２ 接種区分別対象者 

 ワクチンについては国から供給されるが、当面の間、その供給量には限りがあることか

ら、国が提示した接種区分ごとに優先順位をつけて接種を行う。 

 区分別対象者と接種見込み数は次のとおり。 

 

 〇区分対象者 

接種順位 区分 対象者 

１ 医療従事者等 

新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者を含

む）に直接医療を提供する施設の医療従事者等

（患者の搬送に携わる救急隊員等及び患者と接

する業務を行う保健所職員等を含む） 

2 高齢者 令和３年度中に 65歳以上に達する者 

３ 基礎疾患を有する者 

令和３年度中に 65 歳に達しない者であって、別

途国が定める疾患や状態の者で、通院／入院して

いる者 

４ 高齢者施設等の従事者 
高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等におい

て、利用者に接する者 

５ 60～64歳の者 
ワクチンの供給量によっては、基礎疾患を有する

者と同じ時期に接種を行う。 

６ 上記以外の者 
ワクチンの供給量によっては、年齢により接種時

期を細分化し、順次接種する可能性がある。 
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〇接種見込み数 

接種順位 区分 対象人口 接種見込 算出根拠 

１ 医療従事者等 5,311人 5,311人 
総人口の３％・接種率

100％ 

２ 65歳以上の高齢者 54,016人 48,614人 接種率 90％ 

３ 基礎疾患を有する者 14,518人 14,518人 
総人口の 8.2％（20～64歳

の場合）・接種率 100％ 

４ 高齢者施設等の従事者 2,832人 2,832人 
総人口の 1.6％・接種率

100％ 

５ 上記以外の者 100,376人 70,263人 

総人口から、高齢者、医療

従事者等、基礎疾患を有

する者、高齢者施設等の

従事者を除いた人数・接

種率 70％ 

※令和２年 12月末時点での総人口 177,053 人を基に算出 

※『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（第５版）』に 

おいて示された算定方法を基に算出 
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第３章 接種実施スケジュール 

１ 実施期間 

 厚生労働省の示す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に基づき、

令和３年（2021年）２月 17日から令和４年９月 30日までとする。特設会場での集団接種

については、市民の接種状況に応じ、不要となった場合には、令和４年９月 30日を待たず

に終了する。 

２ 接種区分別の接種時期 

 ①１・２回目接種 

優先度が高い接種区分の対象者から、順次接種を開始する。医療従事者への接種は神

奈川県が担うことから、市の計画からは除外する。 

接種時期は次のとおり。なお、接種時期については、ワクチンの供給状況を見ながら

随時変更するものとする。 

接種区分 接種時期 

高齢者（施設入所者） ４月 24日から順次実施 

高齢者（施設入所者以外） ５月 16日から実施予定 

基礎疾患を有する者 
高齢者の接種状況を見て判断する 

64歳以下の者 

 ※高齢者施設等の従事者については、可能な限り施設入所者と同日に行う。 

 

 ②追加接種（３回目接種） 

２回目接種の終了後、原則８か月以上の間隔をあけたのち、１回の追加接種（３回目

接種）を実施する。 

 

３ 集団接種会場開設スケジュール 

 当面の間、市内施設を特設会場として集団接種を行う。各会場の開設日と開設時間は、

次のとおりとする。 

 

 

【接種開始～令和３年８月７日】 

会場名 開設曜日 開設時間 

最大接種

可能人数

(日) 

使用不可日 

鎌倉福祉センター 
水 14:00～18:00 

300人  
木 9:00～13:00／14:00～18:00 
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御成小学校 
土 14:00～18:00 

500人 学校使用日 
日 9:00～13:00／14:00～18:00 

鶴岡八幡宮研修道場 
木 9:00～13:00／14:00～17:00 

340人  
日 9:00～13:00／14:00～18:00 

腰越小学校 
土 14:00～18:00 

500人 
学校使用日 

選挙投票日 日 9:00～13:00／14:00～18:00 

腰越なごやかセンター 
水 14:00～18:00 

200人  
木 9:00～13:00／14:00～18:00 

湘南記念病院 月～金※ 13:30～16:00 100人 祝日 

鎌倉武道館 
水・土 14:00～18:00 

500人  
木・日 9:00～13:00／14:00～18:00 

三菱電機大船体育館 
水・土 14:00～18:00 

500人  
木・日 9:00～13:00／14:00～18:00 

※令和３年７月１日からは日～金 

 

 

【令和３年８月８日～令和３年９月 18日】 

会場名 開設曜日 開設時間 

最大接種

可能人数

(日) 

使用不可日 

市役所本庁舎 
土 14:00～18:00 

500人  
日 9:00～13:00／14:00～18:00 

生涯学習センター 水・木 17:00～20:00 100人  

たまなわ交流センター 水・木 17:00～20:00 100人  

腰越なごやかセンター 木・日 9:00～13:00／14:00～18:00 200人  

湘南記念病院 月～日 13:30～16:00 100人 祝日 

鎌倉武道館 
水・土 14:00～18:00 

500人  
木・日 9:00～13:00／14:00～18:00 

三菱電機大船体育館 
水・土 14:00～18:00 

500人  
木・日 9:00～13:00／14:00～18:00 

 

 

【令和３年９月 19日～令和３年 10月 31日】 

会場名 開設曜日 開設時間 

最大接種

可能人数

(日) 

使用不可日 

市役所本庁舎 
土 14:00～18:00 

500人  
日 9:00～13:00／14:00～18:00 

生涯学習センター 水・木 17:00～20:00 100人  

たまなわ交流センター 水・木 17:00～20:00 100人  
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湘南記念病院 月～日 13:30～16:00 100人 祝日 

鎌倉武道館 
水・木・土 14:00～18:00 

500人  
日 9:00～13:00／14:00～18:00 

三菱電機大船体育館 
水・土 14:00～18:00 

500人  
日 9:00～13:00／14:00～18:00 

 

 

【令和３年 11月１日～令和４年２月５日】 

会場名 開設曜日 開設時間 

最大接種

可能人数

(日) 

使用不可日 

市役所本庁舎 

土・日※ 

(開設頻度

は３週に１

回) 

14:00～17:00 

※開設日･･･11/6、11/14、

11/27、12/5、12/15、12/26、

1/8、1/16 

200人  

鎌倉市福祉センター 

水・木※ 

(開設頻度

は３週に１

回) 

16:00～19:00 

※開設日･･･11/3、11/11、

11/24、12/2、12/15、12/23、 

1/5、1/13 

200人  

湘南記念病院 月・土 13:30～16:00 100人 祝日 

 

 

【令和４年２月６日～令和４年２月 28日】 

会場名 開設曜日 開設時間 

最大接種

可能人数

(日) 

使用不可日 

市役所本庁舎 
土 14:00～18:00 

500人  
日 9:00～13:00／14:00～18:00 

鎌倉市福祉センター 木 9:00～13:00／14:00～18:00 150人  

腰越行政センター 
土 14:00～18:00 

200人  
日 9:00～13:00／14:00～18:00 

湘南記念病院 月～土 13:30～16:00 100人 祝日 

鎌倉武道館 
水・木・土 14:00～18:00 

500人  
日 9:00～13:00／14:00～18:00 

三菱電機大船体育館 
水・木・土 14:00～18:00 

500人  
日 9:00～13:00／14:00～18:00 
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第４章 クーポン券（接種券）の発送及び接種予約 

１ 接種通知 

 接種対象者への通知は、クーポン券（接種券）を郵送することで行うものとする。 

２ クーポン券（接種券）の発行 

 接種を希望する者は、接種当日に市が発行したクーポン券（接種券）を持参しなければ

ならない。クーポン券（接種券）はあらかじめ、市が定めた基準日に住民基本台帳に記録

されている者に対して発行するものとする。基準日以降に転入した者は、市に申請をする

ことで未接種の回数分についてクーポン券（接種券）の発行を受けることができる。転入

者及びクーポン券（接種券）を紛失した者への発行手続きについては国の仕様に則る。 

３ クーポン券（接種券）の発行の基準日と発送日 

 １・２回目接種用のクーポン券（接種券）は接種区分に応じて定めた基準日に抽出し、

ワクチンの供給量を見ながら順次発行する。スケジュールは次のとおり。なお、追加接種

（３回目接種）用のクーポン券（接種券）は、２回目接種の終了から８か月を経過する前

に段階的に発送する。 

接種区分 基準日 発送日 

高齢者 令和３年２月 24日 ４月 23日を目途に発送 

高齢者以外 令和３年４月１日 ワクチンの供給量を見て発送日を決定 

 なお、クーポン券（接種券）には接種案内、予診票等の書類を同封する。 

４ 接種の予約 

 接種希望者はクーポン券（接種券）に記載の券番号を用いて接種の予約を行う。市はコ

ールセンターとウェブサイト、スマートフォンアプリ LINEを予約の受付窓口として設置す

る。 

５ 再勧奨通知 

 接種対象者のうち接種の記録がない者については、再勧奨通知の発行を検討する。実施

の有無、時期等は国の指示に従う。 
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第５章 集団接種実施体制 

１ 接種方式 

 当面の間、集団接種方式を採用する。 

２ 運営方法 

従事者 

 接種等を行う医療チームと、受付や誘導を行う運営チームに分かれ、相互に協力しなが

ら当日の接種を行う。それぞれの構成は次のとおりとする。 

チーム 構成 協力・委託先 

医療チーム 医師、看護師、薬剤師 鎌倉市医師会・鎌倉市薬剤師会等 

運営チーム 

市職員（常勤・会計年度任

用職員）、派遣委託先スタ

ッフ 

鎌倉ガーディアンズ・派遣事業

者・神奈川県介護福祉士会・鎌倉

商工会議所青年部・鎌倉青年会議

所 

業務分担内容 

 医療チーム 

  予診、接種、経過観察、健康相談、ワクチンの希釈・充填等の医療に関する行為 

 運営チーム 

  設営、誘導、受付等の会場運営業務 

３ 接種手順 

詳細な手順については、別途作成するマニュアルで示す。 

① 受付 

 提示された本人確認書類を用いて、クーポン券（接種券）に記載されている本人情

報との照合確認を行う。予約システムを用いて当日の予約者であることを確認する。 

 ② 予診票確認 

 予診票に記入漏れがないことを確認し、受付票を発行する。未記入の項目があった

場合は、記載台に案内する。 

 ③ 予診（医師） 

   予診票を基に、予診を行う。 

 ④ 接種（看護師） 

   接種を行う。 

 ⑤ 接種済証発行 

   接種済証の発行、予診票の回収を行う。 

 ⑥ 経過観察（看護師） 

   被接種者の状態を 15分以上確認する。  
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４ 来場手段の確保 

 集団接種は市内の特設会場で実施するが、大半の会場が駅から遠く、また駐車場が併設

されていない。交通手段がないために接種を断念することがないように、次の対策を実施

する。 

① 駐車場の整備 

   鎌倉武道館、御成小学校、湘南記念病院及び市役所本庁舎での接種を希望する者が

使用するための駐車場を整備する。 

   なお、鎌倉武道館においては隣接する山崎浄化センターの敷地内に駐車場を設置す

ることとしたが、これにあたっては、センターを所管する都市整備部と連携し、国へ

の目的外利用申請を行った。また、御成小学校及び市役所本庁舎においては、市役所

敷地内に駐車場を設置するが、これについては、適宜議会事務局及び公的不動産活用

課と調整を行う。 

② タクシー利用料金助成 

   65 歳以上の接種対象者及び身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

のいずれかを所有している接種対象者に対し、接種会場との往来に利用するタクシー

利用料金について助成を行う。 

   利用することができるタクシーは、一般社団法人神奈川県タクシー協会鎌倉支部に

加盟しているタクシー事業者のものとする。その他上限額、使用方法等については別

に定める。 

 

５ 合理的配慮の提供 

 集団接種会場に来場する市民が、その障害により不利益を被ることがないように会場の

運営にあたっては合理的配慮の提供を行う。 
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第６章 高齢者施設等での接種実施体制 

１ 接種方式 

①高齢者施設の入所者等への接種 

 以下のいずれかの方法により接種を行う。 

ア 市医師会で接種のためのチームを編成し、施設を訪問して接種を行う。 

イ 施設嘱託医又は提携医療機関医師等が接種を行う。 

ウ 市集団接種会場へ来場し接種する等、ア及びイ以外の方法により接種を行う。 

 

②在宅療養者への接種 

 集団接種会場へ来場することが難しい在宅療養者に対して、担当医師が訪問診療実施

時に接種を行う。 

 

③その他、集団接種会場での接種が困難の者への接種 

 疾病等やむを得ない事情により集団接種会場での接種が困難な者については、担当医

師が接種を行う。 

 

 ※①イ、②及び③の接種実施方法の詳細については、別に定める。 

２ 接種時期 

①高齢者施設の入所者等 

  神奈川県では、令和３年４月配送分のワクチンについて令和３年３月 11日付で高齢者

施設入所者の人口割合に応じて市町村に配分すると発表した。これは高齢者の中でも特

に重症化のリスクが高く、クラスター発生の危険性も高い施設入所者に優先的に接種を

する必要があると判断されたためである。市もこの方針に則り、65歳以上の高齢者のう

ち、施設に入所している者から接種を実施することとする。 

 市では高齢者施設のうち、感染リスクが高いと想定される特別養護老人ホームから接

種を開始する。その後、特別養護老人ホーム以外の高齢者施設等について、順次接種を

行う。予定している実施日程は次のとおり。 

クール 接種予定日 実施予定施設 

第１クール ４月 24日（土） 特別養護老人ホーム 10か所 

第２クール ５月 15日（土） 
特別養護老人ホーム 10か所 

※第１クール被接種者の２回目 

 ※以降、ワクチンの供給量を見ながら順次実施する。 

  

 ②在宅療養者及び集団接種会場での接種が困難な者 

  市医師会等と調整のうえ、順次接種を行う。 
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３ 施設従事者への接種  

 国の指針では、施設従事者については、入所者への接種を行うのと同時に接種をしても

よいとされている。効率的にワクチンを使用するためにも、施設での訪問接種時には従事

者に対しても柔軟に接種を行う。 

 

４ 庁内協力体制  

 施設担当者との連絡・調整については、市の介護保険部局である介護保険課と連携しな

がら行っていく。 
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第７章 相談体制 

 

１ 相談体制の整備 

 ワクチン接種に関する市民からの問い合わせに対応する体制を整備する。担当のみでは

対応できる問い合わせ数に限度があるため、新たに専用コールセンターを設置する。 

 医療に関する専門的な問い合わせ内容については、厚生労働省及び神奈川県設置のコー

ルセンターが管轄しているため、市で設置するコールセンターではワクチン接種の基本的

な質問や鎌倉市での接種方法に関する問い合わせへの対応、予約の受付を行う。 

 

２ 各コールセンターの役割 

 ① 鎌倉市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 

   ワクチン接種に関する一般的な質問に対応するほか、接種会場等の鎌倉市独自の情

報について回答する。予約の受付と変更、取消についても対応する。 

   ・電話番号…0570-011-228 

   ・設置期間…令和３年３月１日～令和４年７月 31日（予定） 

   ・対応時間…午前９時～午後５時（土日・祝日も対応） 

 

 ② 神奈川県専門相談センター 

   神奈川県が設置したコールセンター。接種後に断続的に生じた副反応に係る相談な

どの医学的知見が必要となる専門的な問い合わせは、このコールセンターを案内する。 

   ・電話番号…045-285-0719 

   ・対応時間…24時間 

 

 ③ 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

   厚生労働省が設置したコールセンター。新型コロナウイルスワクチンの全般的事項

に対応している。 

   ・電話番号…0120-761770 

   ・受付時間…午前９時～午後９時（土日・祝日も実施） 
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第８章 副反応等への対応 

 

１ 副反応への対応 

 接種後、アナフィラキシー等の症状が生じることがあるため、15 分以上の経過観察時間

を設ける。また、帰宅後の体調変化においても神奈川県が設置するコールセンターで相談

に応じる。なお、接種による副反応及び偶発的か因果関係があるかが分からない事例や、

直ちに判断できない事例については、医師から副反応疑い報告書を独立行政法人医薬品医

療機器総合機構に提出するものとする。 

 副反応が発生した場合に備え、各集団接種会場では救急医療セット、気道確保に必要な

器具一式、薬品・機材等を用意する。 

 

２ 健康被害への対応 

 接種により健康被害が生じた場合には、鎌倉市予防接種健康被害調査委員会条例（平成

24年２月 24日条例第 32 号）第２条及び鎌倉市予防接種健康被害調査委員会条例施行規則

（平成 24年３月 27日規則第 31号）に基づき調査及び検討を行う。 

 また、新型コロナワクチンを接種したことにより健康被害が生じたと厚生労働大臣が認

めた者について、救済給付を行う。なお、救済給付に係る費用は国が負担する。 
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第９章 システム整備 

 

１ システム整備 

 接種の実施にあたっては、通常の予防接種で使用している市のシステムを改修する他に、

国で新たに構築するシステムも用いる。 

 

２ 各システムの概要 

 ① 予防接種台帳 

   福祉総合システム健康管理部分について、現行の定期予防接種で用いている予防接

種台帳にワクチン接種に必要な項目を追加する改修を行う。 

 

 ② ワクチン接種円滑化システム（V-SYS） 

   国が調達するワクチン、シリンジ（注射筒）、接種針について、市が使用する数量を

要求し、配分を受けるためのシステム。システムの整備は国が行う。 

 

 ③ ワクチン接種記録システム（VRS） 

   市民の接種記録を登録し、転入・転出者の接種歴を確認するためのシステム。シス

テムの整備は国が行う。接種後に予診票情報を取り込み、VRSに登録する。情報を取り

込むためのタブレット端末は国から支給される。転入者にクーポン券（接種券）を発

行するにあたっては、マイナンバーを用いて転出元での接種歴を確認し、必要な回数

分だけクーポン券（接種券）を発行する。 

 

 ④ ワクチン接種予約システム 

   市民が希望する接種日、接種会場を予約するためのシステム。本事業のために新し

く構築する。市民はウェブサイトまたは LINEから予約をする。市で設置するコールセ

ンターで受付をした予約は、オペレーターが専用画面を操作して入力する。 

   予約受付開始日については、ワクチンの供給状況を見ながら設定する。 
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第 10章 ワクチンの管理等 

 

１ 管理者 

 市が管理する場所に超低温冷凍庫を設置し、ワクチンを管理する。 

 

２ 流通管理 

 国・県へのワクチン配送希望量の登録、受取、配分は V-SYS を通して行う。 

 当面の間、市では集団接種のみの実施となるため、市は基本型接種施設としてワクチン

を受領する。各集団接種会場及び高齢者施設等において個別に接種を行う医療機関はサテ

ライト型接種施設として登録し、予約状況に応じてワクチンを配分、配送する。 

 

３ ワクチンの保管 

 ワクチンの保管には、厳密な温度管理が求められていることから、超低温冷凍庫の扱い

については細心の注意を払わなければならない。庫内に取り付けた記録計で適切な温度が

保たれていたかどうかを確認するほか、非常用電源に接続するなどの停電対策を行う。 

 

４ ワクチンの配送 

 市ではワクチンを保管する超低温冷凍庫設置場所を配送センターとして位置づけ、そこ

を基点として各集団接種会場にワクチンを配送する。配送は冷凍状態で行うこととし、振 

動などの衝撃を与えないよう慎重に行う。配送事業者に委託することも検討する。 
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第 11章 広報活動 

 

１ 情報の周知方法 

 市民が安心して接種を受けられるように、ワクチン及び接種方法等の情報については媒

体の特性を生かしながら、広く市民に行きわたるよう留意する。 

 各媒体の内容については、次のとおり。 

媒体 内容 

広報かまくら 毎月発行し、市内全戸に配布される市の広報紙 

広報かまくら臨時号 定例号とは別に発行することができる。市内全戸に配布 

ホームページ 
市ホームページ内に、ワクチン接種に関する特設サイトを設置

（https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/skenkou/c_vaccine01.html） 

SNS 
市が保有する Twitter（@kamakura_koho）、Facebook（鎌倉市役所）、

LINE（@kamakuracity）のアカウントを用いて情報を発信する。 

新聞・テレビ・ラジオ 重要度の高いものは記者発表を行い、各メディアに情報提供する。 

 

２ 庁内協力体制 

 市の広報業務を所管する広報課と常に連携しながら、周知活動を行う。なお、広報かま

くら（通常号）の発行や一部 SNS での発信は広報課での作業となる。 


