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令和３年４月２８日

新型コロナウイルス感染症に係る市の対応について

３月１９日以降における新型コロナウイルス感染症に係る市の対応について、御

報告いたします。

１．新型コロナウイルス感染症ワクチン接種計画について

はじめに、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種計画（プロジェクトＧ）の進

捗状況について御報告いたします。

＜接種券の発送について＞

まず、新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種券の発送についてお知らせいた

します。

去る４月１６日に、６５歳以上の市民の皆様１万８，９６８名に対し、新型コロ

ナウイルス感染症ワクチンの接種券を発送させていただきました。

この接種券には、予診票、市からのお知らせ、厚生労働省からのお知らせ及び今

回接種されるファイザー社製ワクチンに係る説明書を同封しております。

この説明書には、今回ワクチンの接種を受けるに当たり確認の必要な事項が記載

されておりますので、予約の前に必ず御確認いただき、接種の検討をしていただき

たいと存じます。

＜接種方法について＞

次に、接種方法についてお知らせいたします。

まず、個別接種についてでありますが、これは、５つの公立病院・診療所及び

１６の民間医院に対し、直接予約の上、個人ごとに接種をする方法であります。か

かりつけ医など普段通院している病院がある方及び病気で治療中の方は、こうした

医療機関を活用する個別接種を検討していただきたいと考えております。

次に、集団接種についてでありますが、これは、市が設置する会場で特定の曜日、

時間帯に接種する方法であります。

市役所本庁舎における夜間及び市内ホテルを会場とした休日の接種も可能ですの
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で、日中予定のある方など個別接種によるワクチン接種が困難な方は、この集団接

種を検討していただきたいと考えております。

集団接種に係る予約方法につきましては、感染予防対策の観点から、全て電話に

よる受付とし、５月８日及び９日の初日２日間は、午前９時から午後４時までの間、

本庁舎及び各分庁舎において３２回線を確保し集中受付を行うことといたしました。

なお、市では、６５歳以上の市民の皆様のワクチン接種を７月末までに完了する

計画を立てておりますほか、その後も継続して６５歳未満の市民の皆様を対象とし

たワクチン接種を確実に進めてまいりますので、日頃の感染予防対策を続けながら

落ち着いた行動をされますようお願いいたします。

続きまして、高齢者入所施設におけるワクチンの巡回接種の状況について御報告

いたします。

４月２６日現在、嘱託医がいる３５施設のうち７施設で７９５名の方が１回目の

接種を終えており、残りの施設につきましても、順次、接種を続けてまいります。

＜医療従事者に対するワクチン接種について＞

次に、医療従事者に対するワクチン接種についてお知らせいたします。

一部の報道にもありましたとおり、当市においても、ワクチン接種に御協力いた

だける医療従事者へのワクチン接種が完了していない状況に鑑み、高齢者用として

配送されたワクチンを、接種を希望するむつ下北医師会の医師及び看護師の皆様に

配分することといたしました。

１回目の接種については今週から順次始まっており、２回目の接種についても個

別接種を開始する５月２４日までには全て完了する見通しとなっております。

なお、総数で３９６名分の融通を図りましたが、市の高齢者の接種計画には影響

ありません。

＜ガイドブックの作成と配布について＞

次に、ガイドブックの作成と配布についてお知らせいたします。

市では高齢者の皆様に接種予約をスムーズに行っていただくため、「むつ市新型

コロナワクチン接種ガイドブック」を作成し、５月５日から全戸配布いたします。

予約の開始前にはお届けする予定ですが、ホームページ等では現在でも確認ができ

る状態となっていますので、お知らせいたします。
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＜接種計画の推進と３つの結束について＞

ワクチン接種計画に関する報告の結びとして、プロジェクトＧの推進に必要不可

欠な「３つの結束」について、お伝えさせていただきます。

１つ目の結束は「家族の結束」です。

高齢者の皆様の中には、一人で予約をすることが難しい方もいらっしゃると思い

ますので、御家族で協力して予約や接種に臨んでいただきたいと考えております。

２つ目の結束は「地域の結束」です。

民生委員や保健協力員等の市のボランティア団体など、地域の皆様の御協力によ

り、ワクチン接種が円滑に進むものと考えております。

３つ目の結束は「医療の結束」です。

市内の全ての医療従事者の皆様の御尽力があって初めて、地域の安全と安心が実

現できるものであります。

関係する全ての皆様に対し、改めて深甚なる感謝の意を表したいと思います。

今後におきましても、「早くて」「気軽で」「安全に」を基本に、むつ総合病院

を始めむつ下北医師会の皆様とともに、地域の医療を挙げて、ワクチンの接種に取

り組んでまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。

２．桜まつりの対応について

次に、桜まつりの対応について御報告いたします。

県内各地の桜まつりについては、青森県が３月下旬に公表した「青森県祭り・観

光イベント 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づき、各主催者が

２年ぶりに開催するとの発表がなされておりましたが、４月９日、知事が県内の感

染拡大状況への懸念を表明し、桜まつりを実施する各主催者は開催の再考を求めら

れました。

私といたしましては、むつ下北の医療資源の現状を第一に考え、桜まつりの実施

に伴う感染リスクを無くすことが市民の皆様の健康と生命を守ることにつながると

判断し、むつ市観光協会、大畑町観光協会及び脇野沢地区観光協会に中止を要請さ

せていただきました。

各協会に御理解をいただき、桜まつりは中止となりましたが、多くの市民の皆様

が「桜満開プロジェクト」で大切に育んできました早掛沼公園及び水源池公園にお

ける桜の花の観賞につきましては、接触を低減させるために園内に順路を設けるな

ど安全・安心に楽しめるよう感染対策に努めたところでありますので、御理解を賜
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りたいと存じます。

３．市内の小中学校における部活動等の対外試合の対応について

次に、市内の小中学校における部活動等の対外試合の対応について御報告いたし

ます。

県内において感染経路不明の感染者が大きく増加し、多くのクラスターの発生や

変異株の確認等、感染の拡大が危惧される状況を踏まえ、市内小中学校に対し、新

型コロナウイルスの感染拡大を防止するための当面の対策として、５月５日までの

間における部活動等での対外試合に関する対応について、原則として、むつ下北地

域以外の他校との試合、合宿及び外部の指導者による指導を禁止いたしました。

ただし、中学校体育連盟等の団体が主催又は共催する公式戦については、事前に

主催者が講じる新型コロナウイルス感染防止対策や会場となる地域の感染状況及び

対応制限等を確認し、慎重に判断した上で参加できることといたしました。また、

参加に当たりましては、主催者及び事務局の留意事項に従うとともに、万全の感染

防止対策を講じることとしております。

なお、スポーツ少年団及び各競技団体等に対しましては、以上の内容に準じた形

で対応するよう要請いたしましたので、御理解を賜りたいと存じます。

４．低所得の子育て世帯への支援について

次に、低所得の子育て世帯への支援として実施される給付金の支給に係るスケジ

ュールについて御報告いたします。

この給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の

ひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、国の交付金を

財源として、児童１人当たり一律５万円を支給するものであります。

予算化した７８９世帯、１，１５２名分のうち、申請が不要な本年４月分の児童

扶養手当の受給世帯には、５月１１日に支給いたします。

また、ひとり親世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計収入が減

少した方などで申請を要する世帯については、５月１７日から申請の受付を開始し、

６月以降の支給を予定しております。

なお、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する給付金については、国の

制度が整い次第速やかに支給する予定として準備を進めてまいります。
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５．職員の出張及び私用旅行の取扱いについて

次に、職員の出張及び私用旅行の取扱いについて御報告いたします。

人の往来が多くなる連休中の対応として、４月２９日から５月９日まで、緊急事

態措置適用地域、まん延防止等重点措置適用地域及び新規感染者数がステージ３を

上回る地域への不要不急の往来について強く自粛を求めることとしたほか、下北５

市町村以外への往来も極力控えるよう求めるとともに、職員の家族、親族等の来訪

についてもできる限り控えていただくようお願いしたところであります。

加えて、会食につきましても、普段一緒にいる方と短時間で行うようにし、仮に

親戚や親しい友人であっても普段一緒にいない方との会食は極力控えることとして

おります。

一部の報道では、国や地方自治体の職員が関わるクラスターが伝えられておりま

すが、医療体制が脆弱な当地域では、職員の一人ひとりが感染対策の要であります。

これまでの慎重さを維持し続けることについて、必要に応じて意識啓発を図ってま

いりますので、御理解を賜りたいと存じます。

以上、新型コロナウイルス感染症に係る市の対応について御報告させていただき

ます。

今後も、国及び青森県の方針等に基づき、市民の皆様の安全と健康、そして日々

の生活を守るため、これまで以上にきめ細かな対策を講じてまいりますので、御理

解を賜りたいと存じます。



みんながつながる、むつ市の総合情報誌 広 報 む つ

コロナワクチン
予約の前に必ずお読みください。

む つ 市
MUTSU CITY

　このガイドブックは、すべてのむつ市民のみなさまに
ワクチン接種の概要を知っていただくため、むつ市内の全世帯
に配布しています。むつ市内に65歳以上のご親族がいらっ
しゃる方は、ご親族の接種予約へのご協力をよろしくお願い
します。
令和３年４月 16日現在のむつ市の接種計画に基づいて作成しています。

新型コロナワクチン

65歳以上

高齢者編

接種ガイドブック

保存版

電話か病院で

市役所に来ての予約はできません。

予約は

密集防止！ ５月中は



ワクチン接種の

接種を受ける 65 歳以上のみなさまに知ってほしいこと

接種する意義・目的
　新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、地域全体
の感染拡大防止を図ります。また、重症患者の発生を防ぐことは、個人のためだけでなく、
地域医療の負担を減らす重要な手段にもなります。

むつ市のワクチン接種は、

完全予約制で

すべての希望者が

１人２回

病院や特設会場で
受けることができます。

……

……

……

……

数量が限られているワクチンを有効に使用する
ためです。

接種は本人の同意に基づいて行われます。決し
て強制ではありません。

２回目の接種は１回目の接種から３週間後です。
次回の接種日も考慮しての予約をお考えください。

みなさまが普段通っている病院や夜間・土日の
特設会場で受けられます。

　受けるかどうかはご自身の判断で、強制ではありません。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て予約・接種を検討してください。受ける方の同
意なく接種が行われることはありません。

強制ではありません

　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。2 回の接種によって、
95％の有効性で、発熱や咳などの症状（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％）

効果は認められています

　どんなワクチンでも副反応の可能性があります。今回のワクチンは、2 回目接種後に多
くの方に発熱などの症状が見られるとのことですが、その多くが２～３日後に症状は改善
しています。
　「重大な副反応」も極めて稀に認められ、ゼロではありません。

副反応のことを理解してください

－　１　ー

接種券は大切に保管していますか？
無くした方は市役所で再発行できます。キ・ホ・ン

無料（タダ）で …… ワクチンの接種は無料で受けられます。詐欺（サ
ギ）には十分に気をつけてください。



病院で接種
あなたの病気をよく知っている病院で安心接種

い
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むつ市感染症
ワクチン接種 PT 保健師

－　2　ー

ふだん通院している方はこちらで

各病院に直接予約してください
　直接病院の窓口または電話で予約します。病院によって休診日や定期

診療の方のみの接種などの違いがありますのでご注意ください。ワクチ

ンの有効性や接種に関する制度の問い合わせは、むつ市新型コロナワク

チン接種コールセンターへ。スムーズな医療事務にご協力ください。

予約の一斉開始は

5　10（月）/ から

個別接種会場

むつ総合病院
小川町 1-2-8

公  立  病  院  

個人病院（どなたでも）

川内診療所

川内町川内休所 42-62

42-2211
大畑診療所

大畑町観音堂 25-1

脇野沢診療所

脇野沢渡向 29-5

44-2022
むつﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

桜木町 13-1  入院患者のみ

24-1211

菊池医院

大湊浜町 16-27

北村医院
むつレディスクリニック

柳町 1-9-55 中央 2-5-5

角田整形外科医院

新町 13-52
24-1276 22-2135 24-3151 22-7945

中央
レディスクリニック

中央 1-3-36
23-0033

ほそかわ
耳鼻咽喉科クリニック

前田内科医院

大畑町庚申堂 11-1

三上医院

柳町 1-8-22 十二林 17-1

34-5272

23-1171
みちのくクリニック

千田医院

小川町 1-10-1
定期診療中の方のみ

22-2639
緑ヶ丘 6-16

ちば小児科
アレルギー科クリニック

定期診療中の方のみ

33-8001 中央 2-5-5
定期診療中の方のみ

新町 10-46

中央 2-5-5

村中内科・心療内科医院

定期診療中の方のみ

23-0120

24-5656

中央 1-6-5

たなか
泌尿器科クリニック

定期診療中の方のみ

どんぐり
こどもクリニック

小川町 2-4-12
定期診療中の方のみ

田村
胃腸科内科医院
医院で直接予約

中央 2-5-5

ふじた
脳神経クリニック

定期診療中の方のみ

医院で直接予約

定期診療中の方のみ

14:30~
16:30受付時間

医院で直接予約

医院で直接予約

個人病院（定期診療中の方のみ）

0120-102-775

接種できる場所

各病院の指示に
従ってください。

（難病・重病・85 歳以上優先）

中央内科クリニック

予約開始
５/14~

中央内科クリニックは 5/14（金）から

平日・土日・祝　８：３０～１７：３０

月 ~ 金
８:30~
17:00

受付時間

診療所で直接予約
9:00~11:00　14:00~16:00

月 ~ 金
８:30~
16:00

受付時間

接種開始は　　　　　   から5　24/ （月）

医院で直接予約



特設会場で接種
夜間や土日にも対応（５～７月）

健康な高齢者の方はこちらで

－　３　ー

平 日
13:30 ～ 15:30

むつマエダ
アリーナ
真砂町 9-1

夜 間
18:30 ～ 20:30

むつ市役所
大会議室
中央 1-8-1

5/19･20（6/  9･10） 5/26･27 （6/16･17）

6/ 2･3 （6/23･24） 6/30 7/1 （7/21･22）

7/  7･8 （7/28･29）

5/20･21 （6/10･11） 5/27･28 （6/17･18）

6/ 3･4 （6/24･25） 7/ 1･2 （7/22･23）

7/ 8･9 （7/29･30）

土 日
10:00 ～ 16:00

プラザホテルむつ
下北町 2-46

5/15･16 （6/5･6） 5/29･30（6/19･20）

7/10･11 （7/31 8/1）

むつグランドホテル
田名部字下道４

5/22･23 （6/12･13） 7/ 3･4 （7/24･25）

脇野沢
10:00 ～ 16:00

大 畑
10:00 ～ 16:00

ふれあいかん
大畑町観音堂 25-1

6/5･6 （6/26･27）

川 内
10:00 ～ 16:00

川内公民館
川内町榀木 153

6/12･13 （7/3･4）

脇野沢公民館
脇野沢渡向 107-1

6/19･20 （7/10･11）

（かっこ）の日付は、２回目接種の想定日です。

３週間後に２回目を接種するスケジュールをお考えください。

予約は電話で！ は
土5　８･9/ 日

９：００～１６：００

特設
コール
センター
２２－１１１１

本庁舎特設コールセンター

42-2111
川内庁舎特設

34-2111
大畑庁舎特設

44-2111
脇野沢庁舎特設

月5　10～/
平日・土日・祝　８：３０～１７：３０

は 0120-102-775
むつ市新型コロナワクチン接種コールセンター　　　　※ワクチンに関する疑問・ご相談にも対応

お父様お母様の分の代

理予約可。ご家族単位

であれば複数名の予約

もできます！

「接種券番号・氏名・生年月日
希望の会場・時間」

をお伝えください

集団接種会場

市役所に来ての
予約はできません

※集団接種の予約が埋まった場合は、むつ総合病院
　の予約を受け付けます

５月中は



スムーズな予約に
ご協力お願いします !

予約のまえに

予約には「接種券番号」「お名前」「生年月日」「希

望日時」と「場所」が必要です。お手元に準備

をしてから電話をしましょう。

予約の電話をする前に
しっかり準備

ワクチンの数量等の都合上希望する日に接種で

きない場合があります。予約の前に複数の候補

日を準備しましょう。

希望する日時は
たくさん準備しましょう

むつ市では、65 歳以上のみなさまへのワクチ

ン接種の目途はすでについています。７月まで

の予約を受けますので、あわてずに落ち着いて

予約してください。

接種の予約は
競争ではありません

「早くて気軽で安全に」
むつ市一丸で、
ワクチン接種事業に
ご協力をお願いします。

むつ市感染症ワクチン接種 PT
保健師

接種日には

国全体のワクチンには限りがあります。みんなが

効率よく接種するためのご協力をお願いします。

予約のキャンセルは
控えましょう［　　　　　］

簡単に肩を出せる服装で、スムーズな

接種にご協力をお願いします。

肩の出しやすい服装で
お越しください［　　　　 ］

接種券＋予診票＋身分証明
を持参で会場へ［　　　　    ］

［　　　　　］［　　　　 　］

［　　　　　］

運転免許証や保険証など

さ
て
、

予
約
し
よ
う

い
よ
い
よ

今
日
は
接
種
日
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予約時間前にお越しになっても接種はできません。

予約時間にご来院・ご来場ください。

メール・FAX でご相談いただけます。

［　　　　 　］聴覚・言語に
障がいをお持ちの方は

専用ｱﾄﾞﾚｽ：coronasodan@city.mutsu.lg.jp
FAX：0175-22-5044

むつ市感染症ワクチン接種 PT
予約システム班
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接種予約に関するむつ市からのお願い
　むつ市では、65 歳以上のすべてのみなさまに接種できる量のワクチンを確保します。仮に全員が希望

したとしても７月には概ね接種開始できる綿密な計画を立てています。全国や県内の感染拡大が続いて

いますので、早めの接種を希望する方も多いと思いますが、どうかあせらずに予約してください。

　予約が始まる最初の時期は、電話がつながらなかったり、希望する日に予約が取れなかったり、結局希

望した日よりもずっと先の予約になるということもあるかもしれません。このことは、ワクチンが段階的に

しか供給されない都合上やむを得ないことですので、あらかじめご了承ください。

　ただ、大切なのは、人よりも早く接種することではなく、それぞれが安全に接種をすることです。

そして、多くの人たちが一定の期間に接種を終えることです。気持ちに余裕を持って、譲り合いの心で、

予約に臨んでいただきますようお願い申し上げます。

　これまでコロナ禍は、市民一丸となって取り組むことによって乗り越えてきました。ワクチンの接

種については、みなさまのお子様やお孫さんの世代がスムーズに接種を開始するためにも、みなさま

のご協力が欠かせません。さらに、正常な社会へ戻るためへの第一歩でもあります。

　ワクチンの接種についても、常に笑顔で暮らせる毎日を取り戻せるよう、みなさまのお力をお貸し

願います。市内一丸で、結束して取り組んでいきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。

むつ市長

Q. 家族が住所をむつ市に置いたまま長期間市外に滞在していますが。
A. 現在いらっしゃる市区町村で接種可能です。むつ市発行の「接種券台紙」をお持ちのうえ、現
在の市区町村で「住所地外接種届出」の申請を行なってください。

Q. 副反応が怖いのですが。

A. 一般的にどのようなワクチン接種にも、免疫をつけるための反応による接種部位の痛み、発熱、  
頭痛などの「副反応」の可能性があります。今回の接種では、接種後 15 ～ 30 分間は医療従事者の
そばで経過観察しますので、過剰な不安をお持ちにならなくて大丈夫です。

Q. 持病で薬を服用している人は接種してもらえますか？

A. 薬を飲んでいるためにワクチンが受けられないということはありませんが、接種の可否やご自
身が服用している薬については、主治医（ふだん通っている病院の先生）にご相談ください。

疑問・不安・相談・予約はこちら
むつ市新型コロナワクチン接種コールセンター

よくある質問

0120-102-775
5/10 ～　平日・土日・祝日　８：３０～１７：３０
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