
 

真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部会議(第 40回) 

日 時 令和 4年(2022年) １月７日(金) 

午後 1時 00分～ 

場 所 真庭市役所３階会議室 1.2.3 

 

１．開 会 

 

２．あいさつ 

 

３．確認事項 

（１）第 57回岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を受けての対応について 

 

・生活環境部 

 

 

 

（２）新型コロナワクチン３回目接種について（健康福祉部） 

 

 

４．閉 会 
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　出席者名簿
所　　属 役　　職 氏　　名

美作県民局真庭地域事務所 所　長

岡山県真庭保健所 所　長

真庭観光局 事務局長

所　　属 役　　職 氏　　名

真庭市 市  長

真庭市 副市長

真庭市 教育長

市長直轄組織 危機管理監

総合政策部 部　長

総務部 部　長

生活環境部 部　長

健康福祉部 部　長

産業観光部 部　長

建設部 部　長

教育委員会 教育次長

消防本部 消防長

湯原温泉病院 事務部長

会計課 会計管理者

議会事務局 事務局長

健康福祉部 次　長

蒜山振興局 振興局長

北房振興局 振興局長

落合振興局 振興局長

勝山振興局 振興局長

美甘振興局 振興局長

湯原振興局 振興局長

真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部会議



資 料 

 

新型コロナウイルス感染症対策について 

 

〇 保健福祉部関係    

・県内の感染状況 

・ＰＣＲ等検査の受検要請 

・新型コロナワクチンの追加接種（３回目接種）等 

・オミクロン株の感染拡大防止に向けた知事緊急メッセージ 

〇 産業労働部関係  

・「おかやま旅応援割」の広島県在住者を対象とした新規予約停止 
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※第57回岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料【抜粋】



令和４(2022)年1月7日

新型コロナウイルス感染症対策室

重症者用 10万人あたり 今週先週比

15% 15人

さらなる警戒強化 30% 30人

50% 参考

2.5% 0.0% 1.27人 12.00 0.7% 25.0% 1.2人 63.6% 0人 0.3人

14床/

557床

0床/

68床

24人 24人/

2人

24件/

3,536件
6人/

24人
22人

14人/

22人
6人

0.4% 0.0% 0.11人 1.00 0.1% 100.0% 0.1人 100.0% 0人 0.0人

2床/

557床

0床/

68床
2人

2人/

2人

2件/

2,728件

2人/

2人
2人

2人/

2人
0人

（※１）新規陽性者 24人のうち、ワクチン未接種者 4人(16.7%)、 2回接種者(2週間以上経過） 16人(66.7%)

（※２）「ＰＣＲ陽性率」欄は、1月5日までに医療機関から報告があった検査数を基に集計

直近１週間の岡山県の状況（12/30～1/5）及びレベル判断

総合的判断 レベル１

参考

レベル３の目安

区分

確保病床使用率 新規陽性者数
PCR

陽性率

感染経路

不明割合

人口10万人

あたり自宅療養

者数及び療養

等調整中の数の

合計値

先週

先週比較

10万人あたり

療養者数
入院率 重症者数

今週

時点 1/4 12/30～1/5 1/4

レベル２の目安

参考

（※１）
（※２）

保健福祉部
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県内におけるオミクロン株への置き換わり状況

新 規

感染者

24人

陰性

（オミクロン株疑い）

16人

陽性

（デルタ株疑い）

5人

未実施 3人

L452R変異株検査
オミクロン株

8人

令和4年1月5日まで

未確定 8人

デルタ株 2人

未確定 3人

ゲノム解析

オミクロン株への置き換わり率 16人／（24人－3人）＝76％

今後の感染急拡大が懸念されるため、オミクロン株患者等についてデルタ株等
と同様に、症状に応じて療養区分を決定する。
また、オミクロン株の治療のため、中和抗体薬（ゼビュディ）や経口薬（ラゲブリ
オ）の早期投与体制の充実を図る。

新規感染者の推定感染源

海外, 2人, 8%

首都圏, 3人, 13%

関西圏, 2人, 8%

中国地方, 11人, 

46%

不明, 6人, 25%
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変異株の比較
従来株 デルタ株

B.1.351
オミクロン株

B.1.1.529

感染力 基本再生産数２-３ アルファ株(従来株の1.4倍)
の1.6倍 デルタ株の約3倍5,6

潜伏期間 ５日間以上1 ４日間1 ３日間1

重症度 全年齢で1.6％
60歳以上で8.5% 2 入院リスクが上昇 入院リスクは

デルタ株の1/3 4

症状 発熱、咳、息切れ、
下痢、味覚・嗅覚障害

発熱、咳、全身倦怠感、
頭痛、肺炎3

発熱、咽頭痛、咳、7.8

上気道症状が主体

ワクチン
3回目接種効果

(2週間後)
ー ー 発症予防効果：65-75%

入院予防効果 ： 88  %4  

1.  On December 28, 2021, this report was posted online as an MMWR Early Release.    2 . https://www.mhlw.go.jp/content/000788485.pdf
3 .  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000818356.pdf 4 .31 December 2021 UKHSA publications gateway number GOV-10920
5 . J Med Virol. 2021 Dec 30. doi: 10.1002/jmv.27560.
6 . JAMA. Published online December 22, 2021. doi:10.1001/jama.2021.24315
7. https://www.ncgm.go.jp/news/2021/20220105.html?fbclid=IwAR1Srx9E9o_8KAcfN250ZAjLHllgvio6EOSY5bIK2e4c0_VwPvEUkJvTEI8
8 MMWR, SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) Variant — United States, December 1–8, 2021 (cdc.gov)
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 保健福祉部  

令和４(2022)年１月７日 

新型コロナウイルス感染症対策室 

 

 

オミクロン株の県内発生を踏まえたＰＣＲ検査、抗原定性検査の 

受検要請について 

 

オミクロン株の陽性者が県内で確認されたこと等を受け、陽性者の早期発見、感

染拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第９項に基

づき、ワクチン接種をした方を含め、感染リスクが高い環境にある等のため感染の

不安がある無症状の県民の方に無料検査を受けることを要請する。 

 

１ 要請期間 

令和４年１月８日（土）～１月３１日（月） 

 

２ 要請の対象 

（１）対象地域 

県内全域 

（２）対象者 

発熱等の症状がなく、感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる 

県民の方 

※岡山県に在住もしくは住民票のある方に限る。 

 （検査時に、本人を証明する身分証明書等（免許証、学生証、県内在住を 

証明する公共料金請求書等）を持参してください。） 

※ワクチン接種・未接種は問わない。 

 

３ 検査実施場所 

４２事業所（１月８日時点。順次追加予定） 

・無料検査を実施する薬局・医療機関等掲載ホームページ 

   https://okayama-pcretcfree.jp/ 

 

・問合せ先：岡山県新型コロナウイルス感染症無料検査事業運営事務局 

電話：086-201-7267（コールセンター） 

10:00～17:30 ※１月中は無休 

          E-mail：jimusyo1@okayama-pcretcfree.jp         

 

４ その他 

  感染拡大期には行政検査を優先するため、ＰＣＲ検査を中止し、抗原定性検査の 

みとなる可能性があります。 
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2022年1月8日時点

PCR
抗原
定性

○ 岡山市立市民病院 岡山市北区北長瀬表町3-20-1 086-737-3000
月～金（8:45～9:00）、祝日を除く
※事前予約制（前日正午までの予約）

○ ○ 金光薬局津島店 岡山市北区津島福居1-2-17 086-214-5225
月、火、木、金（9:00～18:30）、水、土（9:00～12:30）、祝日を除く
※土曜日は抗原定性のみ

○ ○ ハートライフ薬局西大寺町店 岡山市北区表町3-6-25 086-226-0810
月～金（9:00～15:00）、土（9:00～12:00）、祝日を除く
※1月9日(日）（9:00～17:00）は実施

○ サン薬局一宮店 岡山市北区楢津398-1 086-250-8510 月、火、木、金（9:00～18:00） 土、日（9:00～13:00）、祝日を除く

○ ○ ウエルシア薬局岡山東島田店 岡山市北区東島田町2-4-16 086-227-7502
月～金（10:00～14:00、15:00～19:00）、祝日を除く
※1月8日(土)（10:00～18:00）、1月9日(日）（9:00～16:00）は抗原定性のみ
実施

○ ププレひまわり薬局下中野店 岡山市北区下中野342-101 086-805-7188 月～土（9:00～18:00）、祝日を除く

○ ○
Sｅｔｏｌａｂｏ衛生検査所
岡山県PCR検査センター

岡山市北区駅元町1-1
岡山駅地下PESCA区画6

https://setolabo.jp/okayama/ 毎日（9:00～17:30）

○ 岡山PCR検査センター 岡山市北区学南町2-4-77 https://covid-pcr.jp/ 毎日（10:00～13:00、14:00～17:00）

○ ○ 金光薬局岡山山崎店 岡山市中区山崎25-3 086-274-8500
月～土（9:30～14:00、15:00～18:30）、祝日を除く
※土曜日は抗原定性のみ、1月9日(日）（9:30～17:30）は抗原定性のみ実施

○ ○ 金光薬局岡山西大寺病院前店 岡山市東区金岡東町1-1-79 086-942-3311
月～土（9:00～18:30）、祝日を除く
※土曜日は抗原定性のみ

○ ○ たなかファミリークリニック 岡山市南区米倉80 086-243-6070 月、火、木～土（8:30～11:00、15:00～17:00）、祝日を除く

○ さわだレディスクリニック 岡山市南区西市584-1 086-246-4103
月、火、木、金（9:00～12:30、16:00～19:30）、水、土（9:00～12:30）、祝日を除
く

○ ○ ハートライフ薬局 岡山市南区浦安本町88-9 086-261-0810
月～土（9:00～16:30）、祝日を除く
※1月9日(日）（9:00～17:00）は実施

○ ○ 金光薬局岡南店 岡山市南区築港栄町19-2 086-262-9710
月～金（8:30～19:30）、土日(8:30～13:30）、祝日を除く
※土日は抗原定性のみ

○ ププレひまわり薬局妹尾店 岡山市南区箕島1344-1 086-239-9726 月～土（10:00～19:00）、祝日を除く

○ すぎはら眼科循環器科内科 倉敷市茶屋町751-1 086-428-2868 月～水、金（9:00～12:00、15:00～18:00）、木、土（9:00～12:00）、祝日を除く

○ ○ 金光薬局倉敷店 倉敷市阿知2-5-19 086-425-0501
月～土（9:00～18:00）、祝日を除く
※土曜日は抗原定性のみ

○ ○ 金光薬局倉敷昭和店 倉敷市昭和2-460-20 086-435-3020
月、金（9:00～19:00）、火（9:00～18:00）、水（9:00～17:00）、土（8:30～
17:00）、日（8:30～16:30）、祝日を除く
※水曜日は抗原定性のみ

○ ○ 金光薬局倉敷中庄店 倉敷市松島971-1 086-463-1011
月～土（9:00～14:00、15:00～18:00）、祝日を除く
※土曜日は抗原定性のみ、1月9日(日）（9:00～17:00）は抗原定性のみ実施

○ ○ 金光薬局さんすて倉敷店 倉敷市阿知1-1-1 さんすて倉敷1階 086-486-2310
月～金（10:00～14:00、15:00～19:00）、祝日を除く
※金曜日は抗原定性のみ

○ ○ 金光薬局水島神田店 倉敷市神田1-5-9 086-446-2888
月～土（9:00～13:30、14:30～18:00）、祝日を除く
※土曜日は抗原定性のみ

○ ○ 金光薬局倉敷福島店 倉敷市黒崎28-3 086-464-6690
月～金（10:00～14:00、15:00～19:00）、祝日を除く
※金曜日は抗原定性のみ

○ ○ 金光薬局大高店 倉敷市西中新田20-14 086-430-5395
月～水、金（9:00～19:00）、木（9:00～13:00）、土（9:00～17:00）、祝日を除く
※土曜日は抗原定性のみ

○ ○ 金光薬局新倉敷店 倉敷市新倉敷駅前2-90-2 086-523-6566
月～金（9:00～19:00）、土（9:00～17:00）、祝日を除く
※土曜日は抗原定性のみ

○ ○ 金光薬局倉敷新田店 倉敷市新田3147 086-423-7117
月～金（9:30～13:30、14:30～18:30）、祝日を除く
※金曜日は抗原定性のみ

○ ○ 金光薬局倉敷林店 倉敷市林523 086-470-2122
月～金（9:30～14:00、15:00～18:30）、祝日を除く
※金曜日は抗原定性のみ

○ ○ 金光薬局児島柳田店 倉敷市児島柳田町615 086-474-9303
月～金（9:00～19:00）、第1・3・5土（9:00～13:00）、第2・4土（9:00～17:30）、祝
日を除く　※土曜日は抗原定性のみ

○ ○ 金光薬局新倉敷西店 倉敷市新倉敷駅前5-69 086-525-1138
月～金（9:00～18:30）、土（9:00～13:00）、祝日を除く
※土曜日は抗原定性のみ

○ ○ ハートライフ薬局松島店 倉敷市松島1100-1 086-463-0810
月～金（12:30～15:00）、祝日を除く
※1月9日(日）（9:00～17:00）は実施

○ ○ ウエルシア薬局倉敷真備店 倉敷市真備町有井94 087-697-1503 月～金（9:00～14:00、15:00～18:00）土（9:00～13:00）、祝日を除く

○ ププレひまわり薬局中庄店 倉敷市松島1096-1 086-461-2265 月～水、金（9:00～19:00）、木（9:00～18:00）、土（9:00～13:00）、祝日を除く

○ ププレひまわり薬局中島店 倉敷市中島997-3 086-486-3931 月～土（9:00～18:00）、祝日を除く

○ ○ かたやま小児科クリニック 津山市山北763-19 0868-24-1310 月～土（10:00～11:30）、祝日を除く

○ オガワ薬局 津山市小原23-1 0868-31-7033 月～金（8:30～19:30）、土(8:30～13:00）、祝日を除く

井

原

市
○ 井原市立井原市民病院 井原市井原町1186 0866-62-1133

月～金（9:30～10:00、14:30～15:00）、土日祝（12:30～13:00）
※予約は前日15時まで

新

見

市
○ ○ ウエルシア薬局新見高尾店 新見市高尾789-1 0867-72-6832 月～金（9:00～1300、14:00～18:00）、祝日を除く

○ ○ 金光薬局邑久店 瀬戸内市邑久町北島494-1 086-944-6700
月、火、木、金（9:00～18:30）、水、土（9:00～13:00）、祝日を除く
※土曜日は抗原定性のみ

○ ○ 金光薬局長船店 瀬戸内市長船町服部522-1 0869-26-8366
月～水、金（9:00～19:00）、木（9:00～13:00）、土（9:00～14:00）、祝日を除く
※土曜日は抗原定性のみ

真

庭

市
○ 宮島医院 真庭市月田6840 0867-44-2403 月～水、金（9:00～12:00、16:00～18:00）、木、土（9:00～12:00）、祝日を除く

浅

口

市
○ ○ 金光薬局金光店 浅口市金光町佐方92-2 0865-42-9070

月、水～土（9:00～18:30)、火（9:00～13:00）、祝日を除く
※土曜日は抗原定性のみ

和

気

町
○ ○ 北川病院 和気郡和気町和気277 0869-93-1141

月～土（9:00～12:00、14:00～17:00）、祝日を除く
※土曜日の受付は16:00まで

矢

掛

町
○ ○ 筒井医院 小田郡矢掛町小田5526-7 0866-82-3113 月～水、金（8:30～12:00、16:00～18:30）、木、土（8:30～12:00）、祝日を除く

※検査数には限りがあります。

瀬
戸
内
市

無料検査を実施している薬局・医療機関等

検査方法
薬局・医療機関等名 住所 問い合わせ先

市

町

村

名

岡
山
市

津
山
市

倉
敷
市

受付日時
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新型コロナワクチンの追加接種(３回目接種)等について 

 

令和３年１２月から１・２回目の接種完了後、原則として８か月以上経過した者への追

加接種を開始している。 

また、年末に、国が、医療従事者や高齢者施設などの入所者・職員等を対象として、８

か月の経過を待たずに追加接種を実施する場合の考え方を示したことから、市町村と連携

して接種体制を確保することとしているが、それらの状況等については、次のとおりであ

る。 

 

１ ワクチン接種の状況について(令和４年１月４日現在) 

（１）追加接種(３回目接種) 

対象者数※ 接種人数 

約 18,000 18,207 

   ※ 国のシステムに、令和３年４月末までに２回接種完了として登録されている人数 

 

（２）初回接種(１・２回目接種) 

区分 対象者数 接種人数(接種率) 2回接種人数(接種率) 

12～64歳 1,137,642 937,638(84.42％) 927,447(81.52％) 

65歳以上 568,499 534,258(93.98％) 532,172(93.61％) 

合計(12歳以上) 1,706,141 1,471,896(86.27％) 1,459,619(85.55％) 

    

【参考】全年齢 1,893,791 1,471,896(77.72％) 1,459,619(77.07％) 

 

２ 追加接種への対応状況 

（１）医療従事者、高齢者施設などの入所者・職員等 

  ・ 国の方針に沿って、２回目接種完了から６か月を経過した医療従事者、高齢者施

設等の入所者・職員などを対象として、２回目接種完了から８か月以上の経過を待

たずに追加接種を実施することを可能とした。 

・ 令和 3年 12月 24日に、医療機関・介護事業者等向け説明会を実施し、調整が整

った施設から追加接種を実施予定 

（２）一般高齢者 

  ・ 国は、一般高齢者についても、令和４年２月以降、２回目接種完了から７か月以

上経過した後に追加接種を実施することを可能とした。 

・ 本県独自の方針として、２回目接種完了から８か月経過する前月の２５日頃まで

に市町村は接種券を送付し、接種券が届いた者は、その時点で予約・接種を可能と

していることから、一定程度の者が２回目接種完了から７か月経過後速やかに接種

可能な状況にある。 
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・ このため、当面は、国からのワクチンの供給状況を考慮しながら、武田/モデル

ナ社製ワクチンの積極的な活用を図るとともに、引き続き、市町村からの接種券送

付時期の前倒し準備も並行して進める。 

 

 【参考】ワクチンの需給想定 

  ● 供給 

 R3.12月分 R4.1月分 2月分 3月分 

ファイザー 58,500 204,750  155,610 

モデルナ  2,895 337,800  

合計 58,500 207,645 337,800 155,610 

累計 58,500 266,145 603,945 759,555 

    ● 需要 

 R3.12月 R4.1月 2月 3月 

医療従事者等 18,000 106,000 4,000 100 

高齢者  124,500 343,000 39,000 

一般  2,000 8,000 68,000 

合計 18,000 232,500 355,000 107,100 

累計 18,000 250,500 605,500 712,600 

       ※ 国のシステムに令和３年４月末までに２回接種完了として登録されている人数に、国が示す

高齢者施設等入所者数の推計値を用いて算出 

 

３ その他 

（１）追加接種における交互接種の有効性ＰＲ 

  ・ 武田/モデルナ社製ワクチンの活用を図るため、追加接種に係る交互接種の有効

性のＰＲを進める。 

ワクチンの組み合わせ 中和抗体価比 

ファイザー×ファイザー×ファイザー ２０．０倍 

ファイザー×ファイザー×モデルナ ３１．７倍 

モデルナ ×モデルナ ×モデルナ １０．２倍 

モデルナ ×モデルナ ×ファイザー １１．５倍 

   ※ 厚生労働省資料から抜粋 

（２）１・２回目接種の機会確保 

  ・ 県営夜間接種会場の開設期間を３月末まで延長し、引き続き、未接種者への接種

機会を確保する。 
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新型コロナウイルス感染症 

オミクロン株の感染拡大防止に向けた知事緊急メッセージ 

 

 

・多数の参加者が集まるイベント等に出席する場合は、事前のワクチン接種やＰＣＲ検

査等の受検、３密回避など、「うつさない」「うつらない」行動を心掛けましょう。 

・発熱や倦怠感、咳など少しでも体調が悪い場合は、成人式、新年会、会食などへの参加

をやめ、速やかにかかりつけ医等を受診してください。 

 

・オミクロン株であっても、これまで確認された変異株と同様に、基本的な感染防止対

策が有効とされています。 

・ワクチン接種後も、マスクを顔にすき間なくフィットさせ、正しく着用してください。

できるだけ感染予防効果等の高い不織布マスクを使用しましょう。 

・寒くても、手洗いや十分な換気を徹底してください。 

 

・発熱等の症状がなく、感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる県内在

住の方は、無料検査（ＰＣＲ検査、抗原定性検査）を受検してください。 

（新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24条第 9項に基づく要請） 

 

令和４(2022)年１月７日 

 

岡山県知事 伊原木 隆太  

基本的な感染対策の徹底を 

イベント等への参加は慎重に 

無料検査（ＰＣＲ検査、抗原定性検査）の受検を 
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「おかやま旅応援割」の広島県在住者を対象とした新規予約停止について 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、広島県観光誘客促進事業「やっぱ広島じゃ

割」の新規予約停止を踏まえ、「おかやま旅応援割」についても広島県在住者を対象と

した新規予約を次のとおり停止する。 

 

１ 停止期間 

  令和４年１月７日（金）から当分の間 

 

２ 対象者 

   広島県在住者 

 

３ 停止内容 

  宿泊・日帰り旅行の新規予約 

産業労働部 
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コロナワクチン３回目接種について 

 

１ 接種状況（１月６日時点） 

 

３回目接種者数 ２回目接種者（※）に占める割合 全人口に占める割合 

597 人 1.7％ 1.4％ 

  ※ １・２回目接種は 12歳以上が対象だが、３回目接種は現時点で 18歳以上が対象のため、分母 

は２回目接種対象者のうち 18歳以上の者。 

 ⇒ 11 月に予診票を送付した者はほぼ 100％接種完了 

 

２ 接種間隔 

 ○ 国の方針に則り、前倒しが可能な場合には実施。国の追加供給等を 

  【６ヶ月以上】 

   ・医療従事者 

   ・高齢者施設・障がい者施設（入所・入居系）の入所者や従業員 

   ・通所系サービスの利用者や従業員 

   ・病院や有床診療所の入院患者 

    ⇒ 12 月末に既に各施設へ説明会や通知、電話個別連絡を実施し、医療機関との調整や

対象者リストの作成等を開始中。準備が整った施設等から、１月中はファイザーの残余

分を活用して接種。 

  【７ヶ月以上】 上記以外の一般高齢者 

  【８ヶ月以上】 上記以外の者（64歳未満） 

 

３ ワクチンの種類と接種体制 

 ○ ３回目では２回目までと異なる種類のワクチンを用いる「交互接種」が可能となったことで、

当初、国からはファイザー：モデルナ＝60：40の割合で供給予定だったが、前倒し方針を受

けて、今後、モデルナの比率が上がり、ファイザーとモデルナはほぼ 50％ずつ（むしろモデ

ルナの方がやや多くなる可能性）となる。 

 

 ○ 真庭市医師会と協議を行い、接種体制は以下とする。 

 

【個別接種】 

月の前半はモデルナ・月の後半はファイザーと週を分けて接種を実施し、「早く打ちたい場合

はモデルナがおすすめ」と周知していく。 

         モデルナ実施：25 医療機関 ファイザー実施：27 医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

- 13 -



 【集団接種】 

 ○ 集団接種については、１日当たり実施人数を 180 人⇒240 人に増やす。現時点で実施予定

の会場・日時は以下の通り。５月以降は落合会場も検討。土日をメインとするが、若い世代に

なった際には、金曜夜など接種しやすい時間帯も検討。 

○ 使用するワクチンは基本的にモデルナ。若い年代になった際には、ファイザーも検討。 

 

  【真庭市役所本庁舎会場】 

    2/5（土）、2/12（土）、2/19（土）、2/26（土）、3/6（日）、3/13（日） 

  【蒜山振興局会場】 

    3/19（土）、3/26（土）、4/2（土）、4/9（土） 

  【勝山文化センター会場】 

    4/16（土）、4/23（土）、4/30（土） 

 

 

４ 周知広報 

 ○ 以下の各種広報を今後実施予定。 

  ・告知放送（随時。ちなみに１・２回目の各種案内は総計 120回程度実施。） 

  ・MIT（1/10～1/17 の市役所通信で放送。今後もニュース等で周知。） 

    ※データ放送「市からのお知らせ」がHPとリンクしているので活用。 

  ・真庭タイムス（1/15 に全面広告を予定。今後も実施。） 

  ・広報誌（１月号にも少し掲載。２月号は見開き１ページの予定。） 

  ・真庭市ホームページ（なるべく分かりやすいリニューアル済。） 

 

 
コロナワクチンのHPをリニューアルしました！ 【New！】３回目接種のページ

【新着情報】

ホームページの更新箇所や
新しくお知らせする内容が

分かります

【接種状況】

真庭市民の最新の
接種状況が分かります

・３回目接種者数
・２回目接種者に占める割合

・全人口に占める割合

【予診票の送付時期】

予診票の送付時期が
分かります

発送期日が近づくと
目安となる日付も記載

【知りたい情報をクリック！】

知りたい情報ごとのページに
飛ぶことができます

スマホでも見やすくなりました！
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