
武蔵野市
在宅高齢者・障害のある方の
新型コロナウイルスワクチン
接種支援体制について

ワクチン接種を希望する方が、

安心して確実に接種をうけられるよう支援します。
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令和３年９月９日（第３版）
※ 本資料は現時点での支援体制であり、今後

国の通知やワクチンの供給量等により内容
を変更する場合があります。



１ 接種体制構築にあたっての
武蔵野市の方針

（武蔵野市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画抜粋）

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種につ
いて、予防接種法の臨時接種として、厚生労働大臣の指
示のもと、東京都や医療関係団体と連携し、接種を希望
する方に安全で確実な接種に向けた体制を整える。
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ワクチン接種のスケジュール （令和３年９月９日時点）
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２ 在宅高齢者・障害のある方の接種体制

◆集団接種◆ ※10月以降会場が変更されます。
【会場】保健センター、むさしのエコreゾート、市民文化会館、市民会館、

吉祥寺駅北口駅前広場
【開設日等】９月と10月で会場やワクチンの種類、開設日等が異なるため

詳細は次ページ以降に記載

◆個別接種◆ 【会場】市内７６か所の医療機関
季節性インフルエンザワクチン接種がはじまるため、医師会と協議の

上、９月以降の新規予約の受付は停止。

◆訪問･巡回接種◆

外出がどうしても困難な在宅高齢者等については、武蔵野市医師会と協議の
上、訪問・巡回接種を行います。
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※ 高齢者施設では、５月６日(木)以降、順次接種を実施。



集団接種の接種体制（５月から９月まで）5

※ 総合体育館、南町コミセンは９月末で終了

※ ワクチンの供給状況等により、接種日時等は変更する可能性あり

※ 選挙などの都合により、実施不可日あり

会場 開始時期 接種日 接種時間

ファイザー

総合体育館 ５月13日

週３日
(木・土・日)

９時～16時30分
(6/19,26,7/10,17の総合体育館で
夜間枠18時～20時20分を実施)

南町コミセン ５月20日

市民会館 ５月20日

アストラ
ゼネカ

保健センター等 ９月４日 週２日
(土・日)

９時～16時30分
(土曜日のみ午後の実施)

武田／
モデルナ

むさしの
エコreゾート

９月22日 週６日
(月・水・木・金・土・日)

９時～16時30分



集団接種の接種体制（10月以降）

※ ワクチンの供給状況等により、接種日時等は変更する可能性あり

※ 選挙などの都合により、実施不可日あり
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会場 開始時期 接種日 接種時間

アストラ
ゼネカ

保健センター等 ９月４日 週２日
(土・日)

土曜：午後
日曜：午前

武田／
モデルナ

むさしの
エコreゾート

９月22日 週６日
(月・水・木・金・土・日)

９時～16時30分

ファイザー

市民文化会館 10月２日
週３日
(木・土・日)

９時～16時30分

市民会館 ５月20日

吉祥寺駅北口
駅前広場

10月９日 週５日
(水・木・金・土・日)

平日:13時～20時
土日:９時30分～16時30分

NEW

NEW
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 はい 

いいえ はい 

徒歩、公共交通機関、タ

クシー等で来所 

レモンキャブ・リフトタ

クシーつながりで来所 

予約は本人・家族で可能 

会場まで移動が可能 ケアマネジャー・在宅介護・地域包括支援セン

ター・基幹型地域包括支援センターに相談 

介護保険サービスの訪問介護

（通院・外出介助）により来所 

【常時寝たきり等で外出がどうしても困難な場合】 

医師会等による在宅訪問接種を実施 

上記のような手段でもなお困難な場合 

在宅高齢者の支援フローチャート
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３ 在宅要介護高齢者等の支援体制①
 レモンキャブ・リフトタクシーつながり

事前の登録が必要ですがレモンキャブは、地域のボランティアが福祉型軽
自動車を運転し、移送サービスを行っています。（武蔵野市民社会福祉協議
会☎２３－０７０１）
リフトタクシーつながりは車いすのまま、または寝た状態のまま乗降でき

るタクシーです。車いすご利用の方や寝たきりで外出が困難な方がご利用い
ただけます。（リフトタクシーつながり☎０１２０－７７－４４８１）

 訪問介護（ホームヘルパー）

接種会場等へお一人では移動が難しい場合、介護保険サービスの訪問介護
で介助を頼むことができる場合があります。（要支援・要介護認定が必要）
担当のケアマネジャーにご相談ください。

(参考)新型コロナワクチン接種の接種会場内の訪問介護の取扱いについて
（令和３年４月28日発出）

8



３ 在宅要介護高齢者等の支援体制②

ケアマネジャー

接種会場や医療機関でのワクチン接種をどのようにすればよいのか
わからない場合に、介護保険サービスご利用の方は、担当のケアマネ
ジャーにご相談ください。

郵送申請によるワクチン接種予約

電話やインターネットでの予約が難しい方へ、集団接種未予約の65
歳以上高齢者の方に郵送による予約申請ができるよう、申請書を６月
21日(月)に発送しました。接種の日時はご指定いただけませんが、会
場をご指定いただけます。
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３ 在宅要介護高齢者等の支援体制③
 在宅介護・地域包括支援センター

ワクチン接種を希望しているものの予約等ができない、接種会場までの移動が難
しい等のご事情があるなど、接種未予約の要介護高齢者の方へ、地域の在宅介護・
地域包括支援センターの職員がサポートします。お気軽にご相談ください。(連絡先
は次のページにあります)

 基幹型地域包括支援センター（市役所高齢者支援課内）

介護予防・日常生活支援総合事業や要支援認定を受けている方で介護保険のサー
ビスをご利用の方は、市役所内にある基幹型地域包括支援センターへご相談くださ
い。

介護保険サービス等を未利用の方でも、接種未予約の方はご相談ください。（☎

６０－１９４７）

 医師会による訪問・巡回接種

常時寝たきり等で外出がどうしても困難な在宅高齢者等については、武蔵野市医
師会と協議の上、訪問・巡回接種を行う。
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在宅介護・地域包括支援センター一覧
施設名称 担当地区 住所・電話番号 受付時間

ゆとりえ
在宅介護・地域包括支援センター

吉祥寺東町全域
吉祥寺南町全域
御殿山１丁目

吉祥寺南町4-25-5
☎７２－０３１３

月曜日
～土曜日

午前８時30分
～午後５時15分

吉祥寺本町
在宅介護・地域包括支援センター

吉祥寺本町全域
御殿山２丁目

吉祥寺本町4-20-13
☎２３－１２１３

高齢者総合センター
在宅介護・地域包括支援センター

中町全域
西久保全域
緑町全域
八幡町全域

緑町2-4-1
☎５１－１９７４

吉祥寺ナーシングホーム
在宅介護・地域包括支援センター

吉祥寺北町全域
吉祥寺北町2-9-2
☎２０－０８４７

桜堤ケアハウス
在宅介護・地域包括支援センター

関前全域
境全域
桜堤全域

桜堤1-9-9
☎３６－５１３３

武蔵野赤十字
在宅介護・地域包括支援センター

境南町全域
境南町1-26-1

☎３２－３１５５
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４ 在宅介護・地域包括支援センターによる支援（委託契約）

 対象者

要介護１以上の高齢者であり、ワクチン接種未予約又は未接種の方（以下「未予約者」とい
う。）

 支援内容

○ 電話・玄関訪問
担当地区内の未予約者に対して、電話又は玄関訪問を行います。

○ 接種意思の確認
ワクチン接種の希望があるかの確認を本人・家族等に行います。

○ 予約・接種支援
接種券・予診票の所持を確認（紛失時は再発行手続き）、本人・家族による予約が難し

い場合などの支援、さらに、接種当日に介助や移動支援が必要な場合には、担当のケアマ
ネジャーとの調整や、タクシーの手配等の支援を行います。

○ 接種当日・後日のフォロー
支援対象者の状況に応じて、接種当日の声かけや、接種後の確認などを行います。

 支援時期（委託契約）

令和３年６月２２日（火）～ 令和３年８月３１日（火）

※ この期間以降も随時、必要に応じて支援を実施しています。
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５ 基幹型地域包括支援センターによる支援

 対象者

要支援１・２、介護予防・日常生活支援総合事業対象者で、ワクチン接種未予約
又は未接種の方。また要支援・要介護認定を受けていないが、ワクチン接種を希望
し、未予約等の方。

 支援内容・開始時期

○ 「４ 在宅介護・地域包括支援センターによる支援」と同様の支援を実施

 在宅介護・地域包括支援センター及びケアマネジャーとの連携

○ ワクチン接種支援体制の円滑な実施

高齢者へのワクチン接種を安全に確実に実施するため関係部署・機関と連携し
て取組みます。
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６ ケアマネジャーによる支援
 対象者

介護保険サービスを利用しており、ワクチン接種未予約又は未接種の方

 支援内容

○ 担当する高齢者の接種意思・予約状況の確認

在宅介護・地域包括支援センターと連携し、ワクチン接種を希望する方の接種
意思・予約状況を確認します。

○ 担当する高齢者の介護保険サービスの調整

一人での外出が困難な高齢者であり、介護保険サービス（訪問介護）の支援に
より接種会場への移動が可能な方への支援を行います。ケアプランへの位置づけ
が必要となるため適切なアセスメントを実施します。

 支援時期

随時
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７ 障害のある方の支援

ワクチン接種に関する情報提供や予約支援、接種会場での支援等、障害特
性に応じた支援を行います。

入所施設でのクラスター発生対策として、施設利用者及び施設職員に対
して、接種を実施（６月23日～７月30日実施済）。

障害特性等により、集団接種会場での接種が困難な行動障害のある知的障害
のある方への接種支援として、現在稼働している会場とは別に集団接種会場
を設置し、接種を実施（７月３日～８月７日実施済）。
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障害のある方の接種支援体制
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【視覚障害】
代読・代筆、
希望者へのデイ
ジー版ワクチン
説明書の配布

【聴覚障害】
ホームページに
手話動画を配信

【広報】
「つながり」、
「こころのつな
がり」の発行

【意思疎通支援等】

地域活動支援セン
ターや障害者相談
支援事業所が支援

情報提供への支援

予約支援・接種会場での支援

【聴覚障害】
手話通訳者を
派遣します

【移動支援】
会場への移動が難しい方
に、同行援護、移動支援

が利用できます

【個別支援】
地域活動支援センターや
障害者相談支援事業所が
個別支援を行います

入所施設・通所施設の利用者を支援

【わくらす武蔵野】
入所者・従事者を対象に施設への訪問接種を実施

【通所施設】接種を希望する行動障害のある重度の知的障害の方を対象に
武蔵野市立保健センターを会場に集団接種を実施



地域活動支援センター・障害者相談支援事業所一覧
17  地域活動支援センター

 障害者相談支援事業所

施設名称 障害種別 住所・電話番号 受付時間

地域生活支援
センター びーと

身体・知的障害のある方
吉祥寺北町4-11-16
☎５４－５１７１

月曜日～土曜日：
午前９時30分～午後６時

ライフサポート
ＭＥＷ

精神障害のある方
中町3-4-9
☎３６－３８３０

月・土曜日：午前10時～午後6時
火・金曜日：午前10時～午後７時

30分
木曜日：午前10時～午後５時

地域生活支援
センター コット

発達障害のある方
境1-9-9温泉通りビ
ル205・206・207
☎３８－８８３７

月曜日～金曜日：
午前10時～午後６時

※第１水曜日:午前10時～午後５時
第２・４土曜日：
午後１時～午後５時

施設名称 障害種別 住所・電話番号 受付時間

障害者相談支援
事業所 ほくと

高次脳機能障害
・視覚障害のある方

八幡町4-28-13障害
者福祉センター内
☎５５－３６１６

月曜日～金曜日：
午前９時～午後５時



８ 情報提供への支援
視覚障害のある方への支援として、代読・代筆支援を行うほか、希
望者に対してデイジー版ワクチン説明書の配布を行います。

聴覚障害のある方への支援として、市ホームページ上に手話動画を
配信します。

「つながり」「こころのつながり」を発行し、情報提供に努めます。

地域活動支援センターや障害者相談支援事業所（事業所名：ほく
と）が情報提供や意思疎通の支援を行います。
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「つながり」は身体障害者手帳と愛
の手帳所持者に送付する広報誌
「こころのつながり」は精神疾患の
ある方への広報誌でそれぞれダイレ
クトメールでお届けしています。



９ 予約支援・接種会場での支援

聴覚障害のある方への支援として手話通訳者を派遣します。

接種会場等への移動が難しい場合、障害福祉サービスの同行援護、
移動支援が利用できます。

地域活動支援センターや障害者相談支援事業所（事業所名：ほく
と）による個別支援を行います。

19

・地域活動支援センターは市内に３か所あり、市の委託を受け、障害のある方や
その家族の相談窓口として、日常生活の支援や社会参加に向けた支援等を実施
しています。社会福祉士や精神保健福祉士等で構成されています。

・障害者相談支援事業所（事業所名：ほくと）は、市の指定管理を受け、視覚障
害がある方・中途障害の方に対して日常生活の支援や意思疎通支援を実施して
います。社会福祉士、言語聴覚士、視覚障害者生活支援員等で構成されていま
す。



10 障害者地域生活支援ステーション
わくらす武蔵野の入所者と職員への支援

重度障害者が入所する障害者地域生活支援ステーションわくらす
武蔵野（以下「わくらす」）については、施設内でのワクチン接
種を希望する利用者に対して、武蔵野市医師会の協力を得て接種
を実施（６月23日～７月30日）。

「わくらす」内でのクラスター
発生を予防するため、希望する
職員を対象に施設内でワクチン
接種を実施（６月23日～７月
30日）。
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< わくらす武蔵野 >（障害者支援（入所）施設）



11 通所施設を利用している障害のある方
（主に行動障害のある知的障害のある方）
への支援

集団接種会場でのワクチン接種に困難が予想される知的障害のあ
る方への支援として、武蔵野市立保健センターを会場として、武
蔵野市医師会、市内通所施設等の協力を得て、ワクチン接種を実
施（７月３日～８月７日〈毎週土曜日〉）。
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ワクチン接種支援体制の修正履歴
バージョン 修正日等 主な修正内容

第１版 令和３年６月10日 ・支援体制を策定

第２版 令和３年８月11日 ・ワクチン接種のスケジュール抜粋
・障害のある方の入所施設・通所施設での接種体制

第３版 令和３年９月９日 ・ワクチン接種のスケジュール
・在宅高齢者・障害のある方の接種体制
・集団接種の接種体制
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