
新型コロナワクチン接種実施計画Ver.3
~高齢者以外の接種計画〜

令和３年８⽉13日
第７回大阪市新型コロナウイルスワクチン

接種推進本部会議資料



（注） 本資料は、８⽉13日現在判明している情報を基に作成したものであり、今後の国からの通知や
関係機関との協議状況、接種状況等により、変更することがあります。
また、詳細が固まっていない内容については、確定次第、次回以降の資料に、順次、反映していきます。
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接種回数 1,086,230

うち、１回目…① 563,997

うち、２回目…② 522,233

人口（R2.1.1住⺠基本台帳）…③
国におけるワクチン基本配分計画ベース 687,517

１回目接種率（①÷③） ８２．０％

２回目接種率（②÷③） ７６．０％

１（１）高齢者に対するワクチン接種率 〔VRSによる接種状況〕
65歳以上の接種状況

 高齢者へのワクチン接種は、接種率70％〜80％を目標としてきたところ、以下のことから、希望する高齢者への
接種は概ね目途がついたと考えられる。
・ １回目接種率がVRS（ワクチン接種記録システム）実績で80％以上となっていること
・ ６⽉末〜７⽉初旬の高齢者を対象とする各区集団接種会場の１回目接種の予約枠が埋まらない状況

であったこと
・ ２回目接種状況のVRSへの反映にタイムラグがあり、今後、１回目と同程度の回数が⾒込まれること

８⽉12日現在



高齢者施設におけるワクチン接種状況について（65歳以上の方）

・高齢者施設内での接種を希望する６５歳以上の高齢者のうち、
令和３年７月末現在において約５万人の高齢者が接種を終えている状況（当初希望約４.５万人）。

・施設への新たな入所者や追加の接種希望者も含め、順調に接種し当初計画数を超える実績となっている。

（令和３年７月福祉局調査より算出〈回答率96%〉）

各施設での施設内接種状況
① ② ②／①

当初調査（４月）時点
接種希望者数(人)

７月末時点
接種者数(人)

当初調査時点と
７月末実績の比較

介護老人保健施設（85施設） 6,729 7,558 112.3%

特別養護老人ホーム（160施設） 12,911 15,162 117.4%

認知症対応型グループホーム（222施設） 4,047 4,483 110.8%

有料老人ホーム等（566施設） 20,879 22,984 110.1%

計（1,033施設） 44,566 50,187 112.6%

参考：施設従事者への同時接種状況
① ② ②／①

当初調査（４月）時点
接種希望者数(人)

７月末時点
接種者数(人)

当初調査時点と
７月末実績の比較

高齢者施設の従事者 40,795 38,252 93.8%



２（１）今後の接種計画について 〔接種方針〕

① 高齢者に次ぐ優先接種については、国が定めた接種順位（基礎疾患を有する者、高齢者施設等
の従事者）のほか、保育⼠など⼦どもと接することが求められる職業や年齢等を考慮する。
その上で、なるべく早く、より若い層へと接種を拡⼤する。

② 12~17歳の未成年については、保護者や本⼈への丁寧な対応や説明が必要となるため、医療機
関による個別接種を基本とする。

③ 今後の接種計画については、ワクチンの種類ごとに、国からの供給量を勘案し、接種体制を整えつ
つ策定する。
新たな集団接種会場の選定にあたっては、極⼒、交通の利便性等にも配慮した市内中⼼部の施
設とする。

これにより、11⽉末までに希望する全ての市⺠の⽅への接種完了をめざす。

⽅針



２（１）今後の接種計画について 〔方針①︓接種順位〕

【接種順位】

接種順位 対象 接種開始日

第１ 医療従事者 府が実施

第２-① 高齢者施設入所者 4/14(水)

第２-② 高齢者（65歳以上の方） ※85歳以上から開始し、順次年齢を拡大 5/24(⽉)

第３
１ 基礎疾患を有する者
２ 高齢者施設等の従事者
（⼀定の居宅サービス事業者等及び訪問系サービス事業所等の従事者含む）
３ 60〜64歳の方

8/2(⽉)

※⼀部7/3(土)
〜7/11(日)
に前倒し

第４ｰ① １ 保育所など児童福祉施設等の従事者、幼稚園・小中学校等の教職員
２ 50〜59歳の方 8/9(⽉)

第４ｰ② 49歳以下の⽅ ８/16(⽉)以降

 集団接種及び個別接種ともに接種順位を次のとおりとする。

（国・府の大規模接種センターは、現在、18歳以上の全てが対象）



２（１）今後の接種計画について 〔方針②︓17歳以下の接種〕
 12歳〜17歳までの未成年の接種については、保護者や本人への丁寧な対応や説明が可能な

個別接種により対応する。（本市の集団接種会場での接種は⾏われない）

【対象年齢別の接種方法】

対象年齢 接種場所 保護者の同意 保護者の同伴 接種券
発送日

接種券
到着予定日 接種開始日

12〜15歳
個別接種

必要 必要（※）
8/12(木) 8/14(土)

前後 8/16(⽉)
16〜17歳 不要 不要

※ 小学生の場合︓保護者の同伴が必要
中学生の場合︓原則、保護者の同伴が必要。ただし、接種医療機関が認める場合に限り、

予診票に保護者自らが署名することによって、保護者の同伴がなくてもワクチン接種が可能

（日本小児科医会の提言）
・ 12歳〜15歳までの小児については、保護者や本人への丁寧な対応が可能な個別接種を基本とし、集団接種は、
リスクをできる限り軽減するための対策と対応を十分に整備しての実施を推奨する。

・ 12歳〜15歳までの小児は、⾎管迷⾛神経反射や予防接種ストレス関連反応が起こりやすい年齢である。

（参考）



２（１）今後の接種計画について 〔方針③︓ファイザー社製ワクチン〕

 接種対象︓12歳以上の市⺠（未成年者も含む）

 接種間隔︓３週間間隔

接種対象・接種間隔

 個別接種により対応（各区集団接種会場（※）は、８⽉８日（日）をもって閉鎖）

・ 医療機関への意向調査の結果、国からのワクチン供給量を上回る医療機関の希望（接種能⼒）がある

ため、８⽉以降、個別接種に集約化する。

 協⼒医療機関︓1,261機関（７⽉下旬の意向調査より）

接種体制

※今後集団接種会場として使用しない区役所附設会館等については、接種会場の撤去が済み次第、
順次市⺠の皆様にご利用いただくことが可能。



２（１）今後の接種計画について 〔方針③︓ファイザー社製ワクチン〕

 11⽉末までに計246万回を接種⾒込
ワクチン供給量と接種能⼒

【各医療機関への配送量（８⽉分）】

週あたり接種回数 医療機関数 配送調整
168回（28バイアル）／週 以下 1,062機関（86.6％） 要求量を配送（カットなし）

174回（29バイアル）／週 以上 164機関（13.4％） 要求量から⼀定量をカット

各医療機関の希望量が国からのワクチン供給量を上回るため、調整のうえ配送を⾏う。

４〜６⽉

10万 0 11万 11万 11万 11万 11万 11万 11万 3万 ３万 ３万 ３万 ３万 ３万 ３万 ３万

計

全国配分

市への
供給量⾒込み 191万回

7⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉

22万回/クール
×4クール(2週ごと・2カ⽉分)＝88万回

6万回/クール（22万回×28％）
×4クール(2週ごと・2カ⽉分)＝24万回

接種能⼒ 134万回
（VRS実績） 246万回

１億回分 7,600万回分 1,400万回分

8/16~



２（１）今後の接種計画について 〔方針③︓モデルナ社製ワクチン〕

 9⽉26日（日）までの体制︓事業運営上の理由で閉鎖

 9⽉27日（⽉）以降の体制︓別会場を設け供給量に応じた接種を実施

【参考】
国設置会場︓自衛隊大阪大規模接種センター

９⽉25日（土）頃まで ︓ ３５，０００回／週 （全国対象）

大阪府設置会場︓大阪府コロナワクチン接種センター
11⽉30日（火）まで ︓ ２１，０００回／週 （大阪府⺠対象）

接種体制

会場 設置日・稼働日 ※詳細は未定
稼働時間

最大接種能⼒
（想定）

扇町プール（市有施設）〔北区〕
（堺筋線「扇町」駅徒歩2分、JR「天満」駅徒歩5分）

９⽉27日（⽉）以降設置予定
10時〜19時 ６，０００回／週

⼼斎橋ＢＩＧ ＳＴＥＰ（商業施設）〔中央区〕
（御堂筋線「心斎橋」駅、四つ橋線「四ツ橋」駅徒歩3分）

９⽉27日（⽉）以降設置予定
11時〜20時 ６，０００回／週

会場 設置日・稼働日・稼働時間 最大接種能⼒

インテックス⼤阪（イベント会場）〔住之江区〕 6⽉7日（⽉）〜９⽉26日（日）
9時〜21時（土日は18時まで） ２４，５００回／週



２（１）今後の接種計画について 〔方針③︓モデルナ社製ワクチン〕

 11⽉末までに計87.7万回を接種⾒込
ワクチン供給量と接種能⼒

 接種対象︓18歳以上の市⺠

 接種間隔︓４週間間隔

接種対象・接種間隔

国設置会場︓18歳以上の者 、 大阪府設置会場︓18歳以上の府⺠

４〜６⽉

扇町プール
心斎橋BIGSTEP

マイドーム
大阪

自衛隊

インテックス
大阪

7⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 計

（6/7） （9/26）

（6/19） （11/30）

（5/24） （9/25)

2.45万回/W×８W＝19.6万回分

平均0.78万回/W × 18W = 14万回分（ 接種能⼒×市⺠の接種実績割合0.45）

平均1.1万回/W × 8W ＝ 8.8万回

87.7

万回
1.2万回/W × ８W ＝ 9.6万回分

（11/19）
16.5万回 (接種実績)

4.1万回(接種実績)

15.1万回(接種実績) （ 接種能⼒×市⺠の接種実績割合0.4）



２（１）今後の接種計画について 〔方針③︓アストラゼネカ社製ワクチン〕

 8⽉23日（⽉）より城⾒ホールで接種を開始し、予約状況や市⺠アンケートにより今後の接種体制を調整する。
接種体制

会場 設置日・予約開始日 稼働日
稼働時間

最大接種能⼒
（想定）

城⾒ホール（イベント会場）〔中央区〕

（JR「大阪城公園」駅・⻑堀鶴⾒緑地線「OBP」
駅徒歩5分、JR・京阪「京橋」駅徒歩10分）

8⽉23日（⽉）〜
〔16日（⽉）〜予約開始〕

⽉曜日〜日曜日
10時〜19時 ３，７８０回／週

OCAT（ターミナルビル）〔浪速区〕

（JR「難波」駅直結、千日前線・四つ橋線・阪
神近鉄「難波」駅徒歩3分、御堂筋線「なんば」
駅徒歩5分）

予約状況や市⺠アンケート
結果により検討 ⽉曜日〜日曜日

３，７８０回／週

やすらぎ天空館（市有施設）〔阿倍野区〕
（谷町線「阿倍野」駅徒歩3分、JR・御堂筋線

「天王寺」駅徒歩10分）
７，５６０回／週

中央スポーツセンター（市有施設）〔中央区〕

（堺筋線「⻑堀橋」駅徒歩6分、堺筋線・千日
前線・近鉄「日本橋」駅徒歩7分）

５，０４０回／週

【今後設置を検討する会場】



２（１）今後の接種計画について 〔方針③︓アストラゼネカ社製ワクチン〕

 国が保有するワクチン200万回分のうち、本市は15万回分（医療従事者の確保数に応じた能⼒）を要求し、

上記対象者に対してアストラゼネカ社製ワクチンによる接種機会を確保

ワクチン供給量と接種能⼒

 接種対象︓①アレルギー等で、ファイザー社製ワクチン、モデルナ社製ワクチンを接種できない⽅（18歳以上）

②海外でアストラゼネカ社製ワクチンを１回接種済みの日本在住の⽅（18歳以上）

③40歳以上でアストラゼネカ社製ワクチンの接種を希望する⽅

 接種間隔︓国が推奨する８週間とする。 ※標準間隔は４週間〜12週間

接種対象・接種間隔

４〜６⽉

15万回

接種能⼒

全国配分

城⾒ホール
OCAT

やすらぎ天空館
中央ｽﾎﾟｰﾂC

計7⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉

200万回分

（8/23）
15万回分（ 接種能⼒ ）

3,780回/W 最大

約10,000回/W
約20,000回/W



２（１）今後の接種計画について 〔方針③︓ワクチンの種類ごとの接種体制〕
ファイザー社製 武田/モデルナ社製 アストラゼネカ社製

接種会場
（開設期間）

個別接種
（各医療機関）

9/26まで︓インテックス⼤阪
※9/26(日)で閉鎖

9/27〜 扇町プール
(予定)     ⼼斎橋BIGSTEP

府大規模︓6/19〜11/30
国大規模︓5/24〜9/25頃

8/23〜︓城⾒ホール

今後開設を検討する会場
・OCAT
・やすらぎ天空館
・中央スポーツセンター

接種回数
(標準的な期間)

２回
（３W間隔）

２回
（４W間隔）

２回
(８W間隔)

接種能⼒
平均３万回/週〜11万回/週
（ワクチン供給量に合わせて接

種）

ｲﾝﾃｯｸｽ⼤阪 ︓2.45万回/週
扇町ﾌﾟｰﾙ ︓1.2万回/週
⼼斎橋BIGSTEP
国大規模 ︓3.5万回/週

（全国対象）
府大規模 ︓2.1万回/週

（大阪府⺠対象）

最⼤２万回/週

対象年齢

12歳以上

※なお、12歳〜15歳については、
原則、保護者の同意・同伴が必
要

1８歳以上

※国の示す対象は12歳以上であるが、
17歳以下は個別接種により実施するため、

対象を18歳以上とする。

40歳以上

※アレルギー等で他のワクチン（ファ
イザー社製、モデルナ社製）を接種
できない等、個別事情を有する方は、

18歳〜39歳も接種可能

：



◆接種会場（参考:交通アクセス）
ファイザー社製
・各医療機関
武田/モデルナ社製
・扇町プール（市有施設）〔北区〕︓
堺筋線「扇町」駅徒歩2分、JR「天満」駅徒歩5分

・⼼斎橋ＢＩＧＳＴＥＰ（商業施設）〔中央区〕︓
御堂筋線「心斎橋」駅、四つ橋線「四ツ橋」駅徒歩3分

アストラゼネカ社製
・城⾒ホール（イベント施設）〔中央区〕︓
JR「大阪城公園」駅・⻑堀鶴⾒緑地線「OBP」駅徒歩5分、JR・
京阪「京橋」駅徒歩10分

（今後検討する会場）
・ＯＣＡＴ（ターミナル施設）〔浪速区〕︓
JR「難波」駅直結、千日前線・四つ橋線・阪神近鉄「難波」駅徒
歩3分、御堂筋線「なんば」駅徒歩5分

・やすらぎ天空館（市有施設）〔阿倍野区〕︓
谷町線「阿倍野」駅徒歩3分、JR・御堂筋線「天王寺」駅徒歩10分

・中央スポーツセンター（市有施設）〔中央区〕︓
堺筋線「⻑堀橋」駅徒歩6分、堺筋線・千日前線・近鉄「日本橋」駅
徒歩7分

２（１）今後の接種計画について 〔方針③︓ワクチンの種類ごとの接種体制〕

淀川区

東淀川区

⻄淀川区

福島区

北区 都島区

旭区

此花区

⻄区
中央区

城東区

住之江区

港区

⼤正区

⻄成区

浪速区
天王寺
区

東成区

生野区

住吉区

阿倍野区

東住吉区
平野区

鶴⾒区

城⾒ホール

OCAT

中央スポーツセンター

やすらぎ天空館

…既存大規模接種会場（武田/モデルナ社製）
…会場候補施設（武田/モデルナ社製）
…会場候補施設（アストラゼネカ社製）

自衛隊大阪大規模
接種センター(〜9/25)

扇町プール

心斎橋ＢＩＧＳＴＥＰ

大阪府コロナワクチン
接種センター(〜11/30)

インテックス大阪(〜9/26)

既存大規模接種会場除く



ファイザー社製・モデルナ社製ワクチン（アストラゼネカ社製を除く）で国が示す今後の供給ペースで接種を進めたとしても、
11⽉末までに、希望する全ての市⺠の⽅へ接種の⾒込み。アストラゼネカ社製ワクチンにより、接種の更なる加速をめざす。

２（１）今後の接種計画について 〔今後の接種計画〕
●ファイザー社製●（個別接種（区集団接種））︓国からの供給量に合わせて接種　（供給ベース（⼀部VRS実績で計上）で試算）

４〜６⽉

●武田/モデルナ社製●（大規模接種会場）︓接種能⼒に合わせて国から供給（接種能⼒ベース（⼀部VRS実績で計上）で試算）
４〜６⽉

●アストラゼネカ社製●（集団接種）︓国からの供給量に合わせて接種　（供給ベースで試算）
４〜６⽉

（ - ３９万⼈ ） × × 2回分 ＝

計

個別接種
（区集団接種）

7⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉

インテックス
大阪

※日程は未定
7⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 計

11⽉ 計

扇町プール
心斎橋BIGSTEP

マイドーム
大阪

自衛隊

城⾒ホール
OCAT

やすらぎ天空館
中央ｽﾎﾟｰﾂC

10⽉7⽉ ８⽉ ９⽉

324万回
接種対象人口（12歳以上） 職域接種人口（推計）

２５２万⼈ 76%

接種希望率（府5⽉アンケート）

246万回

（6/7） （9/26）

（6/19） （11/30）

（5/24） （9/25)

2.45万回/W×８W＝19.6万回分

平均0.78万回/W × 18W = 14万回分（ 接種能⼒×市⺠の接種実績割合0.45）

平均1.1万回/W × 8W ＝ 8.8万回

87.7

万回

333.7

15万回
（8/23）

15万回分（ 接種能⼒ ）

1.2万回/W × ８W ＝ 9.6万回分
（11/19）

16.5万回 (接種実績)

4.1万回(接種実績)

15.1万回(接種実績)

接種の
更なる
加速

万回

VRS実績 134万回分 平均9.8万回/W×9W＝88万回 3万回/W×８W＝24万回

（ 接種能⼒×市⺠の接種実績割合0.4）



副反応への対応
ワクチンの副反応の影響など、より適確にわかりやすく発信するよう国に要望しており、本市としても、国からの
情報を受けて、着実に情報発信していく。

 主な副反応
注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱など

 まれに起こる重大な副反応
ショック、アナフィラキシー

 ごく稀に起こると報告された副反応
・ファイザー社製、モデルナ社製
軽症の心筋炎や心膜炎

・アストラゼネカ社製
⾎小板減少症を伴う⾎栓症、⽑細⾎管漏出症候群、ギラン・バレー症候群などの脱髄疾患

ファイザー社製、モデルナ社製、アストラゼネカ社製ワクチンの副反応（厚労省HPより）

ワクチン接種後の副反応を疑う症状について、
医学的見地が必要となる専門的な相談窓口や医療提供体制を構築



コロナワクチン専門相談支援体制（医療提供体制）について

有症状者

接種医
又は

かかりつけ医

専門的な
医療機関

二次救急
医療機関

⽀援医療機関全身症状・
重篤症状等

※緊急を要する場合
〔救急搬送〕

接種部位の痛みや発熱、
倦怠感等に対し、経過
観察や必要に応じて投
薬治療

○二次医療圏で１か所程度
設置（１５病院※）
※堺市が指定する５病院を含む

○全身症状・重篤症状があり
治療が必要な場合等、接種
医等の相談・紹介に対応

○専門的な医療機関を支援す
る医療機関を設置（５病院）

○経過不良等の場合における、
専門的な医療機関の相談・
紹介に対応

専門的な医療機関

新型コロナウイルスワクチン接種後の副反
応を疑う症状に対する診療体制の構築につ
いて（令和3年2月1日 健健発0201第2号
厚⽣労働省健康局健康課⻑通知）に基づく
大阪府における体制

経過不良等

※病院名については、
接種医等や市町村と情報共有

第２回大阪府新型コロナウイルスワクチン接種連絡会議資料抜粋



３（３）台風等・地震発生時の対応

１ 中止の判断および判断基準
 台風接近等の場合（気象庁から台風情報が発表され、大阪市に影響する可能性がある場合）
・健康局と危機管理室が協議・調整し、遅くとも実施日の４８時間前までに新型コロナウイルスワクチン接種推進監（以下「推進監」という。）が中止を
判断し、運営所属である各区、健康局に連絡する。

 地震発生の場合
・接種開始前に大阪市域で震度５弱以上の地震が発生した場合は中止する。
（すでに接種が開始されている場合は、従事者及び来場者の安全確保に努めるとともに、安全確認後、家屋や道路等の被害状況に応じて、帰宅への
誘導や避難所が設置された場合は避難所に誘導する。なお、ワクチン接種中止後の再開については、健康局と危機管理室が協議のうえ、推進監が
判断する。）
・震度４以下の地震が発生した場合
施設管理者からの被害状況報告等を踏まえ、会場運営責任者（区⻑等。以下同じ。）が中止を判断することができる。
この場合においては、遅滞なく推進監に報告しなければならない。

 暴風警報発令時
・大阪市内に「暴風警報」もしくは「特別警報」が発表されている場合は、以降のワクチン接種を中止する。

 大⾬、洪水警報発令時

・大阪市内に大⾬、洪水警報が発令されている場合は、最新の気象情報等を注視し「暴風警報」が発令されたときは中止する。

・暴風警報が発令されていない場合でも、河川水位の上昇により避難所を開設する場合には、会場運営責任者は現場の状況を踏まえ、推進監と協議し、

中止を判断する。

（危機管理室が発令する河川氾濫の警戒レベル３（高齢者等は避難）、警戒レベル４（全員避難）により避難所を開設する場合は中止）

※なお、暴風警報及び特別警報の発令は予測しがたいため、健康局と危機管理室が協議・調整し、可能な限り早い段階で推進監が中止を判断し、

各区、健康局に連絡する。また、状況によっては、会場運営責任者は中止を推進監に要請することができる。

※災害等発生時においては、運営所属である各区、健康局は人命の安全確保を最優先し災害対応に努める。

※インテックス会場、城見ホール等、健康局が運営する会場が設置されたことに伴い、下線太字箇所のとおり、
「健康局」の⽂⾔を追加するとともに、「区⻑」の表現を「会場運営責任者」に修正する。また、震度５弱
以上の地震発⽣によるワクチン接種中止後の再開の判断方法について「なお書き」を加える。



２ 周知について

【保健所感染症対策課ワクチン接種等調整チーム】
・大阪市のホームページ及び予約受付システムのトップページ上に中止情報を掲載する。
・WEB予約者には予約受付システムの機能を使用して中止メールを配信し、コールセンターでの予約者には、予約の際に確認した電話番号に連絡を⾏う。
・医師会・委託事業者・派遣事業者への連絡を⾏う。
【危機管理室】
・⼀⻫配信する災害情報にワクチン接種の中止のメッセージを必要に応じて同時配信する。配信は、危機管理室Twitter（各区がリツイート）、本市公式
ラインヤフー防災速報アプリ、ケーブルテレビ、市防災アプリにより⾏う。

（同時配信例）
・暴風警報発令時 ︓大阪市が実施するワクチン集団接種を中止します。接種予約の手続きについては、改めて連絡をいたします。

なお、かかりつけ医で接種の予約をされている方は、かかりつけ医に確認してください。

３ 接種できなかった接種予約者への対応
保健所感染症対策課ワクチン接種等調整チームは下記の方法等により接種機会を確保するように努める。
・今後の接種会場の空き状況を確認し、空きがある場合には優先的に予約する。
・今後、接種会場でキャンセルが発生した場合に、優先的に連絡する。
・個別接種への案内を提案する など

４ ワクチンの取り扱い
使用期限が切れたワクチンは廃棄する。

５ その他
「１中止の判断および判断基準」によらない場合は、保健所感染症対策課ワクチン接種等調整チームへ連絡のうえ協議を⾏うこと。


