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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対策について（第８報）

なるざ

ご利用者様、ご家族様

平素は当事業所をご利用いただき、誠にありがとうございます。

弊社事業所からご利用者・ご家族様に新型コロナウイルス感染予防への協力をお願いして1年が過ぎ、4月に入

り令和3年度を迎えました。年末年始の第3波がおさまり、緊急事態宣言が解除された矢先、変異株の拡大も伴い、

今、日本中が第4波に飲み込まれようとしています。

事業所としては、今までの感染予防対策を徹底して継続していきます。関係者に感染者が出ないように、職員、

関係する皆様とが一体となり、今年度も乗り越えていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

令和3年４月5日

なるざ

◎なるざホームページに新型コロナウイルス対策特設ページができました

＜ 内 容 ＞

■ ご利用者様、ご家族様へ
■ 新着情報
■ 写真で見る新型コロナウイルス対策
■ ご利用・ご家族の皆様へのお知らせ（ご連絡文書）
■ 届出・報告・確認書

高齢者が集まる施設でどのような感染予防対策が実施

されているのか、利用されている方、そのご家族、地域住

民の皆様にとって気になるところです。

なるざで取り組む感染予防、感染拡大防止の様々をご

覧いただけるよう令和3年3月～弊社ホームページ上に

専用ページを設置しましたので是非ご覧ください。

◎ 新型コロナウイルス

ワクチン接種が始まります！

➔ ご本人、ご家族の県外往来時には届出をお願いしています

利用者ご本人・ご家族・親近者が、県外へ行って戻る、県外から

来るなどの移動があるときは、必要な届出をお願いしています。

(往来前に、ご利用の際、あるいはお電話でお声掛けください)

届出用紙は、上記なるざホームページ、新型コロナウイルス対策

特設ページ「届出・報告・確認書」で確認できます。そこから印刷し

て使用することもできますし、施設でも用紙をお渡しできます。

①ご利用者様 家族等の県内外往来に伴う事前の届出書
②ご利用者様 家族等の県内外往来に伴うご利用毎の届出書
③ご利用者様 家族等面会時の届出書（とものいえ）

4月12日から福井県でも高齢者への接種が始まります。
まずは、施設に入所・入居している高齢者から始まります。
6月末までに高齢者全員（全国3,600万人）分のワクチン接種を完了すると国は述べてます。

別紙資料、「新型コロナウイルスワクチン接種について」
あわら市、坂井市の最新情報をまとめましたので、手元に置いてしっかりお読みください。

https://www.naruza.jp/info/covid_data/dl_01.pdf
https://www.naruza.jp/info/covid_data/dl_02.pdf
https://www.naruza.jp/info/covid_data/dl_03.pdf


● ワクチン接種は、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

を図るために行うものです。また、重症化

を防ぐことで、医療機関の負担を減らす

ことも期待されています。

接種費用 接種費用は無料です。

接種の優先順位 当面の間、確保できるワクチンの量に限り
があるため、国が示す順位に応じて、順次接種を進めていく予
定です。接種順位は以下のとおりです。なお、妊婦を優先する
かどうかや、子どもが接種の対象となるかどうかなどは、安全
性や有効性の情報などを見ながら検討されます。

接種券（クーポン券）の発送

現在、国が示している優先順位に応じて、対象者の方に順次、
ワクチン接種の接種券（クーポン券）を発送する準備を進めて
います。

接種予約 WEB（インターネット）、LINE、電話で予約を
受け付ける予定です。

接種会場（集団接種の場合）
原則、住民票所在地の市町村での接種となります。
あわら市における接種場所は現在調整中です。
決定次第お知らせします。

接種対象者
接種する日に16歳以上の方
※薬事承認の状況に応じて変更される可能性があります。

接種回数
ファイザー社のワクチンでは、2回接種が必要です。
通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けますが、
3週間を超えた場合には、できるだけ早く2回目の接種を受け
てください。

接種を受ける際の同意
ワクチン接種は強制ではありません。しっかり情報提供を行っ
たうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行わ
れます。予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防
の効果と副反応のリスクを双方について理解したうえで、自ら
の意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく
、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、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お願いします。

あわら市が行う接種について

接種開始時期
具体的な実施時期については、決定次第お知らせします。

接種回数 国が確保を見込んでいるワクチンについては、2
回接種となる見込みです。なお、1回目と2回目は同じ種類の
ワクチンを接種する必要があります。

優先順位 対象者

1 医療従事者等

2
高齢者（令和3年度中に65歳以上に達する、
昭和32年4月1日以前に生まれた方）

3 高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者
施設等で従事されている方

4 それ以外の方

新型コロナウイルス ワクチン接種について 最新情報

あわら市 令和3年4月5日現在 あわら市ホームページから

あわら市コロナワクチン接種コールセンター
対応内容 市が行う摂取に関する相談 予約受付（準備中）
受付時間 8時30分～17時00分（平日のみ）
電話番号 0776-73-8000

別紙資料 令和3年４月5日
作成 なるざ

● 日本中で新型コロナウイルスワクチンの医療従事者への接種が
始まっています。4月12日からは、すべての高齢者（3,600万人）
への2回の接種が始まり、6月末までに終える計画だと国は言って
いますが、外国からのワクチンの供給が少なく、遅れる予想です。

新型コロナワクチンは、発症を防ぐ効果が
認められています

今回新たに承認された新型コロナワクチンは2
回の接種によって、95％の有効性で、発熱やせ
きなどの症状が出ること（発症）を防ぐ効果が
認められています。（※インフルエンザワクチ
ンの有効性は約40～60％）

新型コロナワクチンは、あなたご自身のた
めだけでなく、医療機関の負担を減らすた
めの重要な手段にもなります

新型コロナウイルスは、まだまだ未知のこと
があります。このウイルスの感染により、令和3
年1月末までに6千人以上の方が亡くなり、3万
人以上の方が入院されています。特効薬も開発
中の段階です。
こうした中で、多くの方に接種を受けていた

だくことにより、重症者や死亡者を減らし、医
療機関の負担を減らすことが期待されます。

どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります

一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるため
の反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反
応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほ
どの副反応は、極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。
（予防接種による健康被害は救済制度の対象です。）
今回新たに承認されたワクチンの国内治験では、ワクチンを２

回接種後に、接種部位の痛みは約80％に、37.5度以上の発熱が
約33％、疲労・倦怠感が約60％の方に認められています。
ワクチンに含まれる成分に対する急性のアレルギー反応である

アナフィラキシーの発生頻度は、市販後米国で100万人に５人
程度と報告されています。日本での接種では、ワクチン接種後
15～30分経過を見て、万が一アナフィラキシーが起きても医療
従事者が必要な対応を行います。

国からの説明

● 福井県では、4月12日から

入所施設入所・入居者への接種

が始まります。在宅にいて通所

施設に通う高齢者（一般高齢者

）への接種計画は、各市町村単

位で示すことになっています。

福井県
からの説明



坂井市 令和3年4月5日現在 坂井市ホームページから

製薬会社 ワクチンの種類
接種
回数

接種
間隔

ファイザー社 mRNAワクチン 2回 21日

アストラゼネカ社
ウイルスベクターワ
クチン

2回 28日

武田/モデルナ社 mRNAワクチン 2回 28日

ワクチンについて
令和3年2月14日付けで、ファイザー社のワクチンが正式に承
認されました。ファイザー社のほかに、2種類のワクチンの承
認が見込まれています。
各ワクチンは2回接種します。1回目と2回目の間は一定の間隔
を空け、同じ製薬会社のワクチンを接種する必要があります。
（注意）ワクチンの詳細については、厚生労働省のホームペー
ジ（外部サイトへリンク）からご確認いただけます。

接種開始時期と接種順位について
接種については、当面、確保できるワクチンの量に限りがあ
ることから、国が示す接種順位に従って順番に接種します。
福井県においては、施設におけるクラスター対策と重症化リ
スク軽減の観点から、高齢者施設等の入所者および従事者か
ら接種を開始します。
以下の③から⑤に該当する人への接種開始時期は、国の方針
が決定次第、ホームページを更新し、ご案内いたします。

福井県における接種順の基本的な考え方

① 医療従事者

②
高齢者施設等の入所者（65歳以上）
※施設の従事者はできるだけ、入所者と同時に接種を行う。

③ 65歳以上の高齢者（②を除く）

④
高齢者以外の基礎疾患のある人
高齢者施設入所者と同時に接種を行わなかった施設従事者

⑤ 上記に該当しない16歳以上の人

接種方法・予約方法
個別の市内医療機関および集団会場(公共施設)での接種を予
定しています。
医療機関の詳細は、決まり次第ご案内いたします。
集団会場は以下のとおりです。日程については決まり次第ご
案内いたします。

接種クーポン券の送付
接種の際に必要となる「接種クーポン券」等の書類を、接
種順位に従って、順次発送いたします。
まずは、高齢者施設等の入所者(65歳以上)の「接種クーポ
ン券」を4月上旬までに発送いたします。
入所者以外の65歳以上の高齢者、64歳以下の人への「接種
クーポン券」の発送時期は、決まり次第ホームページを更
新し、ご案内いたします。

集団会場施設名称 施設住所

三国体育館 三国町中央一丁目6番2号

いきいきプラザ 霞の郷 丸岡町八ケ郷第21号7番地

磯部コミュニティセンター 丸岡町下安田第19号15番地

春江中コミュニティセンター 春江町随応寺第17号17番地

坂井地域交流センター い
ねす

坂井町蔵垣内第34号14番地

必ず事前予約が必要です
接種を受けるには、事前に予約が必要です。予約はまだ開始さ
れていません。
予約の方法は以下を予定しています。
•コールセンターでの電話予約
•パソコン等から予約サイトへアクセスするネット予約
予約開始時期が決まり次第、ホームページを更新し、ご案内い
たします。

接種場所について
接種は原則、住民票がある市区町村で受けます。
例外として、やむを得ない事情による場合は、住民票所在地以外
で接種を受けることができます。ただし、その自治体が市外住民
を受け付けていない場合もありますので、当該自治体に事前にお
問い合わせください。
また、該当する事情により、接種を希望する自治体に事前申請が
必要な場合がありますので、その自治体の指示に従ってください。
坂井市における市外住民の接種申請方法は、詳細が決まり次第、
ホームページを更新し、ご案内いたします。

やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している人の例

市町村への申請が必要な人 市町村への申請が不要な人

・出産のために里帰りしてい
る妊産婦
・遠隔地へ下宿している学生
・単身赴任者 等

・入院・入所者
・基礎疾患を持つ人が主治医の下で
接種する場合
・災害による被害にあった人 等

接種当日について

持ち物 ①接種クーポン券
（シールは剥がさずに台紙ごとお持ちください）

②予診票（1回の接種につき1枚記入してお持ちください）
③本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）
（注意1）接種費用は無料です。
（注意2）接種クーポン券および予診票は、接種順位に

従って、順番に送付いたします。
注意事項
•密集を防ぐため、予約の日時をお守りください。
•接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や
体調が悪い場合などは、接種を控えてください。
•必ずマスクを着用してお越しください。
•円滑に接種を進めるため、肩を出しやすい服装でお越しくだ
さい。
•接種後、副反応の有無の確認のため、会場で15分～30分待機
していただきます。

接種には接種を受ける人の同意が必要です
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただく
ようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありま
せん。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける人の同
意がある場合に限り接種が行われます。
ワクチンの接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双
方について理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただ
いています。受ける人の同意なく接種が行われることはありま
せん。
職場や周りの人などに接種を強制したり、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お願いいたします。

副反応による健康被害が生じた場合の予防接種健康被害救済制度

坂井市新型コロナワクチン接種コールセンター
電話番号：0120-567-607 
FAX番号：0776-66-1650
メールアドレス：corona.vaccine@sakai-call.com
開設時間：平日午前9時から午後5時まで

一般的に、ワクチン接種では、極めて稀ではあるものの、副反
応による健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）
が生じます。副反応による健康被害はなくすことができないこ
とから、救済制度が設けられています。
予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が
接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した
ときは、坂井市から医療費や障害年金等の給付が行われます。
万が一、予防接種による健康被害が発生した場合には、市へご
相談ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
mailto:corona.vaccine@sakai-call.com

