
（令和３年12月13日時点）

自治体名 所管部局・課室名 担当係 内線番号 直通電話番号 メールアドレス

1 北海道 新型コロナウイルス感染症対策本部指揮室 ワクチン等予防対策班 ー 011-206-0495
covid.shokuiki@pref.hokkaid

o.lg.jp

2 青森県 健康福祉部保健医療調整本部（保健衛生課兼務） ワクチン接種体制整備チーム
6375、6376、

6388、6380
017-734-9162

aomori_corona_vaccine@pr

ef.aomori.lg.jp

3 岩手県 保健福祉部医療政策室 ワクチン接種担当 5472、5488 019-629-5472 AD0002@pref.iwate.jp

4 宮城県 保健福祉部疾病・感染症対策課 ワクチン接種対応チーム － 022-211-2806
corona-

vaccine02@pref.miyagi.lg.jp

5 秋田県 秋田県健康福祉部　医務薬事課 医務・薬務班 － 018-860-1407 Imuyakujika@pref.akita.lg.jp

6 山形県 健康福祉部新型コロナワクチン接種総合企画課 ワクチン接種担当 －
023-630-2219、

2494
yshincoro@pref.yamagata.jp

7 福島県
新型コロナウイルス感染症対策本部

感染症対策班ワクチン接種チーム
ー 5664 024-521-8574

vaccine-

syokuiki@pref.fukushima.lg.

jp

8 茨城県 保健福祉部新型コロナウイルスワクチン接種チーム － 5296 029-301-1111
syokuikisesshu@pref.ibaraki

.lg.jp

9 栃木県 保健福祉部感染症対策課 感染症対策担当 － 028-623-2849
coronavaccine-

honbu001@pref.tochigi.lg.jp

10 群馬県 健康福祉部新型コロナワクチン接種推進局ワクチン接種推進課 市町村連携係 3472 027-897-2652
corona-

vaccine@pref.gunma.lg.jp

11 埼玉県 埼玉県新型コロナウイルスワクチンチーム 市町村支援担当 8355 048－830-7507
a7500-

05@pref.saitama.lg.jp

12 千葉県 健康福祉部　疾病対策課 ワクチン接種体制整備班 4366 043-223-4366 sippei9@mz.pref.chiba.lg.jp

13 東京都 福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課 新型コロナウイルスワクチン担当 34727 03-5320-4302
yobosesyu@section.metro.t

okyo.jp

14 神奈川県 健康医療局・医療危機対策本部室 コロナワクチンチーム ー ー

https://form.kintoneapp.co

m/public/form/show/c74f2

b703136951ec25aff556cd56

17b01413779b109af55c92c

d475a3c0d53d

15 新潟県 新型コロナウイルス感染症対策医療調整本部 ワクチン接種グループ 5917 025-256-8447 honbu10@pref.niigata.lg.jp

16 富山県 厚生部健康対策室
ワクチン接種特別チーム ワクチン

管理グループ
6182 076－444－4613

ml-wakuchin-

syokuiki@pref.toyama.lg.jp;

17 石川県 健康福祉部健康推進課 ワクチン接種推進チーム 6615 076-225-1903
kennsui2@pref.ishikawa.lg.j

p

18 福井県 健康福祉部保健予防課　新型コロナウイルス感染拡大防止対策チーム ワクチン接種対策班 2574、2575 0776-20-0749
hoken-

yobo@pref.fukui.lg.jp;

19 山梨県 山梨県新型コロナウイルス感染症関係総合対策本部 医療部 ワクチン班 住民接種担当

3350、3343、

3337、3339、

3338、3349

055-223-1641

y-

corovaccine@pref.yamanas

hi.lg.jp

20 長野県 健康福祉部感染症対策課ワクチン接種体制整備室 － ー 026-235-7319
corona-

vaccine@pref.nagano.lg.jp

21 岐阜県 健康福祉部感染症対策推進課ワクチン接種対策室 市町村支援第一係 2765 058-272-8206
syokuiki-vaccine＠

govt.pref.gifu.jp

22 静岡県 健康福祉部感染症対策局新型コロナウイルス対策課 機動第３班 － 054-221-2218
taisaku-

vaccine@pref.shizuoka.lg.jp

23 愛知県 感染症対策課ワクチン接種体制整備室 ー ー 052ｰ954ｰ7415
corona-v-

shokuiki@pref.aichi.lg.jp

24 三重県 医療保健部　感染症対策課
ワクチン企画推進班職域接種支援プ

ロジェクト
ー 059-224-2082 syokuiki@pref.mie.lg.jp

25 滋賀県 健康医療福祉部ワクチン接種推進室 総務係 3691 077-528-3691
coronataisaku12@pref.shiga

.lg.jp

26 京都府 ワクチン接種対策室 － 5745 075-414-5745
vaccine-

taisaku@pref.kyoto.lg.jp

27 大阪府 健康医療部ワクチン接種推進課 市町村支援グループ 2077, 4557 06-4397-3635
vaccine-

g04@gbox.pref.osaka.lg.jp

28 兵庫県 兵庫県健康福祉部感染症等対策室ワクチン対策課 ワクチン対策班 － 078-361-1790 vshokuiki@pref.hyogo.lg.jp

29 奈良県 奈良県疾病対策課 新型コロナワクチン接種推進班 4676 0742-27-8309
nara-

vaccine@office.pref.nara.lg.j

30 和歌山県 福祉保健部　健康局　医務課 医療戦略推進班 2612 073-441-2612
e0501001@pref.wakayama.l

g.jp

31 鳥取県 新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム
新型コロナウイルスワクチン接種推

進チーム
7976 0857-26-7976

cov19-

vaccine@pref.tottori.lg.jp

32 島根県 健康福祉部感染症対策室 ワクチン接種支援班 6175 0852-22-6175
corona-vaccine-

shokuiki@pref.shimane.lg.jp

33 岡山県 保健福祉部保健福祉課 ワクチン対策室 職域接種グループ 5477 086-226-7959
vaccine-

syokuiki@pref.okayama.lg.jp

34 広島県 新型コロナウイルス感染症広島県対策本部事案対策部 ワクチン接種体制整備班 3228 082-211-1250 vaccine@pref.hiroshima.jp

新型コロナワクチンの職域接種に係る調整を担う都道府県の連絡調整窓口



35 山口県 健康福祉部新型コロナウイルス感染症対策室 ワクチン接種対策班 3002 083-933-3002

ueda.tatsuya@pref.yamaguc

hi.lg.jp;

kimura.yuuichi@pref.yamag

uchi.lg.jp

36 徳島県 保健福祉部　ワクチン・入院調整課 ワクチン接種担当 2895 088-621-2895
tsuruki_yousuke_1@pref.tok

ushima.jp

37 香川県 健康福祉部薬務感染症対策課
新型コロナウイルスワクチン対策

チーム
3351 087-832-3878

yakumukansen@pref.kagaw

a.lg.jp

38 愛媛県 保健福祉部健康衛生局健康増進課ワクチン接種推進班 企画調整グループ 3647 089-968-2468 healthpro@pref.ehime.lg.jp

39 高知県 健康政策部健康対策課ワクチン接種推進室 － － 088-823-9092
yobousesshu@ken.pref.koc

hi.lg.jp

40 福岡県 保健医療介護部がん感染症疾病対策課ワクチン接種推進室 広域接種第３班 3378 092-643-3569

corona-

wakuchin@pref.fukuoka.lg.j

p

41 佐賀県 新型コロナウイルスワクチン接種調整チーム － 3446 0952-25-7584 corona-v@pref.saga.lg.jp

42 長崎県 長崎県医療政策課
新型コロナウイルスワクチン接種対

応チーム
－ 095-894-3195

works0403010vaccine@pref

.nagasaki.lg.jp

43 熊本県 健康福祉部健康局薬務衛生課 ワクチン対策チーム 7074 096-333-2015

covid-

19vaccine@pref.kumamoto.l

g.jp

44 大分県 福祉保健部感染症対策課 予防・検査班 2797 097-506-2797
a12380@pref.oita.lg.jpshima

saki-shogo@pref.oita.lg.jp

45 宮崎県 福祉保健部健康増進課感染症対策室 ワクチン接種担当 8984 0985-26-3141

miyazaki-

wakuchin@pref.miyazaki.lg.j

p

46 鹿児島県 くらし保健福祉部健康増進課新型コロナウイルス感染症対策室 ワクチン接種調整班 ー 099-286-5346

syokuiki-

vaccine@pref.kagoshima.lg.j

p

47 沖縄県 保健医療部ワクチン接種等戦略課 予防班 7312、7265 098-866-2014
aa090905@pref.okinawa.lg.j

p


