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※本内容は、令和３年６月１８日時点の情報に基づき作成しており、
今後、国・県からの示される情報をもとに随時変更してまいります。



MIYOSHIプランの概要

１ 接種体制
➣ 日曜日など、休診日の接種に対応〔集団接種〕
（おかよし交流センター、保健センター、トヨタ自動車三好工場）

➣ 身近な病院での接種〔個別接種〕
（市内協力医療機関）

２ 便利な予約方法
➣ 医療機関への予約 ＋ Ｗｅｂ予約 ＋ コールセンターでの予約受付

(個別接種)                 (集団接種＋市民病院)                         (集団接種＋市民病院)

３ 効果的な情報提供
➣ 専用コールセンターを開設し、市民からの問合せに対応

➣ ホームページに、接種時期・接種可能場所など市民が”知りたい情報“を公開
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接種スケジュール①（予定）

対象者 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月～

医療従事者
【1,800人】
※国指標 人口の３％

高齢者
【約11,000人】
※６５歳以上
（昭和３２年４月１
日以前に生まれた
人）

3月１５日から接種

個別接種（6月1日～）

高齢者施設入所者に接種（5月13日～）

市民病院 個別接種（5月24日～）

75歳以上
5月10日
接種券発送
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集団接種（6月26日～）

65～74歳
5月24日
接種券発送



接種スケジュール②（予定）
※ワクチン供給状況等により、
変更になる可能性があります。

対象者 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月～

高齢者以外の
一般の方
（１2歳以上）

【約42,000人】
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１９歳以下
７月２６日発送

６０～６４歳
６月１７日以降発送

５０～５９歳
６月３０日発送

４０～４９歳
７月７日発送

３０～３９歳
７月１２日発送

２０～２９歳
７月１９日発送

基礎疾患のある方で申込者
６月１７日以降順次発送

個別接種・集団接種・市民病院



●約38,750人、77,500回の接種を想定
（想定接種率 高齢者85％、高齢者以外70％）

みよし市人口 約61,000人
・高齢者 約11,000人
・高齢者以外 約42,000人
（12歳未満 約8,000人を除く。）

接種見込数 約38,750人（約77,500回）
・高齢者 約9,350人（18,700回）
・高齢者以外 約29,400人（58,800回）
（12歳未満を除く。）

接種者の想定

接種想定率

高齢者85％
高齢者以外70％
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※ワクチンは、2回接種
（一定の間隔を空ける必要があります）

※ワクチン供給状況等により、
変更になる可能性があります。



接種体制・実施医療機関等
１ 接種体制
➣ かかりつけ医など身近な医療機関での「個別接種」

➣ 土・日曜日など休診日に特定会場での「集団接種」

２ 接種実施医療機関等

※ 市外のかかりつけ医でも、ワクチン接種協力医療機関であれば接種できます。 ハイブリッド型

区分 場所 実施期間（予定） 実施日（予定）

個別接種

医療機関（クリニック）
※１４か所（予定）

6/1 ～
各医療機関の

診療日・診療時間

医療機関（みよし市民病院） 5/24 ～ 月～土曜日

集団接種

おかよし交流センター 6/26 ～ 10/24
土・日曜日

保健センター 7/3 ～ 8/1

トヨタ自動車三好工場
7/7 ～ 水・木曜日

8/7 ～ 土・日曜日

※ 高齢者施設等入所者は、嘱託医等が施設内接種を実施予定
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ワクチン配送方法
冷凍ボックス
＋ドライアイス

みよし市ワクチン
配送センター
※ディープフリーザー設置

（ヤマト運輸㈱施設内）
・保管
・在庫管理
・小分け

国内倉庫

①個別接種会場
※クリニック １４機関（予定）

国が配送
市が配送

国が配送

②集団接種会場
（おかよし交流センター）
（みよし市保健センター）
（トヨタ自動車三好工場）
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みよし市民病院
※ディープフリーザー設置

超低温帯（-90℃
～-60℃）で配送

低温帯（-25℃～
-10℃）で配送

冷凍ボックス
＋ドライアイス



➣市民病院
原則、自院のみのワクチン管
理と接種に専念

ディープフリーザー外寸
Ｗ557×Ｄ645×Ｈ887

－75℃

４℃

蓄電器
蓄電器からの電源を確保してい
るため、災害時（停電）の場合
もディープフリーザー内の温度
は保たれます。

ファイザー
新型コロナウイルスワクチン
「コミナティ筋注」
※１バイアル＝６人分
（R３．６．１現在）

ディープフリーザー（保健センター）

➣その他の医療機関
みよし市ワクチン配送センタ
ーからワクチン移送を受け、
個別接種を実施

➣おかよし交流センター
➣みよし市保健センター
➣トヨタ自動車三好工場
みよし市ワクチン配送センタ
ーからワクチン移送を受け、
集団接種を実施

※ワクチン移送には、安全・確実
に届けられるように市が配送

8



診療所

市民病院市民病院での接種

クリニックでの接種

②予約状況連絡

①電話予約

①電話予約

④ワクチン配送

③接種

⑤接種

⑥接種実績報告
（V－SYS)※

コールセンター

住 民 住 民
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個別接種体制フロー ※Ｖ－ＳＹＳ（ワクチン接種円滑化システム）とは、
ワクチンの在庫・発注量を正確に把握し、予防接種を
効率的に実施するためのシステム

④接種実績報告
（V－SYS)※

電話予約は、接種
券同封の案内をご
覧ください。

みよし市ワクチン
配送センター

②ワクチン注文

③ワクチン依頼



集団接種体制フロー

みよし市内医療機関

②予約状況連絡

①電話予約

医師・看護師
薬剤師

※医師・看護師の派遣は、医師会
へ依頼（看護師は人材派遣もあり）

※薬剤師の派遣は、薬剤師会へ
依頼

⑥接種実績報告（V－SYS)

④ワクチン配送

コールセンター
集団接種会場

（おかよし交流センター、
保健センター、

トヨタ自動車三好工場）

⑤接種
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①Web予約

Web上予
約専用
ページ

電話・Web予約
は接種券同封の
案内を
ご覧ください。

みよし市ワクチン
配送センター

③ワクチン依頼



接種券の送付
接種券

予診票チラシ

●住民票住所へ郵送
【同封物】・接種券・さんさんバス無料乗車券

・予診票
・ワクチン接種のお知らせ
・接種場所の一覧表 等 11



● 医療機関（クリニック） かかりつけ医療機関に直接予約

● 医療機関（市民病院）・集団接種

「みよし市新型コロナワクチン接種予約コールセンター」

Web・専用コールセンターで予約

接種の予約

電話番号 0570-03-5675（ナビダイヤル）

受付時間 ９:00～17:00まで（月～金曜日）
※７月３１日（土）までは、土・日・祝日も対応
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「Web予約」接種券の番号を利用して、予約専用のWebサイトで予約
「みよし市新型コロナワクチン接種予約システム」https://v-yoyaku.jp/232360-miyoshi

接種券をお手元にご準備の上、ご予約ください。



● 入所者や施設職員に対するワクチン接種

高齢者施設等入所者への接種

※市からのワクチンの配送

嘱託医やかかりつけの訪問医が
施設内で接種

豊田加茂医師会と連携し、医療
機関の紹介など、円滑な接種を
サポート

施設に嘱託医等がいる場合 施設に嘱託医等がいない場合

※施設職員の接種券は高齢者と同時には届かないため、施設内で同時接種を希望する人は
事前に施設から接種者リストを市に提出していただきます。
（ワクチンの供給量等によっては、同時接種ができないことがあります。）
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「みよし市新型コロナワクチン接種相談・問合せセンター」

相談専用コールセンターの開設

電 話 0120-489-116（フリーダイヤル）

ＦＡＸ ０５６１－３４－５９６９
メール kenko＠city.aichi-miyoshi.lg.jp

●受付時間 9:00～1７:00（月～金曜日）
※７月３１日（土）までは、土・日・祝日も対応

令和３年５月1日開設

●受付内容 コロナワクチン接種に関するお問合せ

ワクチンの接種相談・接種会場案内など、ワクチン接種に関する相談専用コールセンターを開
設し、市民が安心して接種できるよう、相談体制を確保
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※接種の予約については、ナビダイヤル（0570-03-5675）で受け付けします

※聴覚障がいのある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方はファックス又はメールをご利用ください。



項目 内容

１ 各種周知 ・接種可能な医療機関や今後の予定など、詳細が決定次第、随時
ホームページ等で周知します。

２ コールセンター ・３月１２日（金）に開設しました。
集団接種予約のほか、ワクチン接種に関する各種問合せにも対応します。

・５月１日（土）から相談専用フリーダイヤルを、６月１日（火）からは
予約回線を増加し、予約や問合せに対応しています。

３ 接種券発送 ・高齢者の方：５月に発送済
・その他の方：60～64歳の方…６月17日以降、順次発送

59歳以下の方…６月30日以降、順次発送予定
※基礎疾患を有する方は、申込受付後、６月17日以降、順次発送します。

４ 接種予約 ・個別接種：各医療機関の予約方法によりますので、希望する医療機関へ
直接ご連絡ください。

・集団接種：Web又は市コールセンターで予約してください。

５ その他 ・ワクチン接種に関する疑問や不安な点は、厚生労働省が設置した
コールセンター（0120-761-770）に問合せをすることができます。
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周知・相談体制・今後の流れ等


