
武蔵野市
新型コロナウイルスワクチン

接種実施計画
（第４版 令和３年８月１１日）

※本資料は現時点での計画内容であり、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。

武蔵野市



１ 基本的な考え方

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。

接種体制構築にあたっての武蔵野市の方針

2



２ 武蔵野市のワクチン接種の特徴

① 武蔵野市医師会と連携した接種体制整備検討委員会を設置し、集団接種と医療機関での個

別接種、さらに高齢者施設等への訪問接種によるハイブリッド型でフレキシブルに対応

② 高齢者の集団接種の予約の際には、適正な間隔で確実に２回の接種ができるよう、１回目
と２回目分のセットでの予約受付を実施

③ 必要に応じて、予約開始日に臨時で予約を受ける臨時コールセンターや予約に不安のある
75歳以上の高齢者をサポートする予約サポートセンターを臨時で開設

④ 電話やインターネットで予約困難な高齢者に対して、郵送による集団接種予約受付を実施

⑤ 安心して接種が受けられるよう、ワクチン接種への支援が必要な高齢者や障害者に対して
福祉的な支援を実施

⑥ 基礎疾患のある方に加えて、接種を希望する妊娠中の方に対しても優先予約を実施

⑦ 小・中・高校生については、夏季休業期間中に接種を受けられるよう、12歳から18歳の方

の接種順位の繰り上げを実施
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３ ワクチン接種のスケジュール （令和３年８月11日時点）
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４ 想定する接種数①
（１）接種対象者

令和４年３月31日時点で12歳以上の市民で、接種を受ける日に住民基本台帳に
記録されている者。（ただし、戸籍又は住民票に記載のない者その他の住民基本台帳に記録され
ていないやむを得ない事情があると市長が認める者についても、当該者の同意を得たうえで、接種を
実施することができる。）

（２）対象者数、想定接種見込み割合

年齢 人口（※1） 想定接種割合 想定接種者数

12～18 7,692 70％ 5,384

19～39 39,873 75％ 29,905

40～49 23,622 80％ 18,898

50～59 21,503 80％ 17,202

60～64 8,134 80％ 6,507

65～ 33,893 90％ 30,504

合計 134,717 80％ 108,400
※1：令和３年８月１日時点 健康情報システムから抽出
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４ 想定する接種数②
（３）想定接種回数
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5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計 割合

個別接種
(医療機関等)

0.178 1.482 2.710 1.653 0.800 0.800 0.800 未定 未定 未定 8.423 38.2%

集団接種 0.630 1.557 1.167 1.524 1.758 1.488 0.462 未定 未定 未定 8.586 38.9%

高齢者施設 0.050 0.130 0.120 － － － － － － － 0.300 1.3%

大規模接種会
場・職域

0.059 0.500 0.800 1.500 1.500 0.300 0.100 － － － 4.759 21.6％

接種回数（見
込）

0.917 3.669 4.797 4.677 4.058 2.588 1.362 22.068 100%

累計接種回数
（見込）

0.917 4.586 9.383 14.060 18.118 20.706 22.068

（単位：万回）

高齢者 高齢者以外

想定接種者数(接種回数) 108,400人（216,800回）

・高齢者（65歳以上） 30,504人(61,008回)
・高齢者以外（12-64歳） 77,896人(155,792回)

※９月以降はファイザー社製ワクチンに加えて、アストラゼネカ社製ワクチンを使用
※大規模接種会場・職域の接種回数は東京都主催の第７回ワクチンチーム(区市町村連絡調整部会)において、
国から示された資料の値を基に各月の接種回数を算定



５ 接種順位

① 医療従事者

② 高齢者施設などの入所者等

③ 75歳以上のかた

④ 65歳～74歳のかた

⑤ 12歳～64歳のうち基礎疾患のあるかた、妊娠中のかた、市内

の居宅サービス事業所等・訪問系サービス事業所等の従事者

⑥ 40歳～64歳のかた

⑦ 12歳～18歳のかた

⑧ 19歳～39歳のかた

厚生労働省が定める接種順位に準じるものとする。
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６ 接種券の送付

年齢 送付時期

75歳以上 令和３年４月23日

65歳～74歳 令和３年６月１日

40歳～64歳 令和３年６月24日

12歳～39歳 令和３年６月28日
※8月以降に12歳になるかたには、誕生月の前月末に接種券を送付
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厚生労働省が作成した「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引
き」(※）に基づき、発送計画を立案している。具体的なスケジュールは以下のとおり。

※ 発送は、一斉に送付すると予約時の混
雑が懸念される等の理由により、年齢
階層別、地域別、あいうえお順などで
段階的に送付するなど、それぞれの自
治体の実情に合わせた順番や時期とす
ることができる。

発送区分 想定される発送期間

１ 75歳以上 標準的には令和３年 ４月 23 日頃まで

２ 65歳以上 75 歳未満 標準的には令和３年 ４月 23 日頃まで

３ それ以外の者
標準的には６月中旬に接種券を送付でき
るよう、準備を進める。

＜参考：手引き（４版）より引用＞



７ 接種体制①

(２)集団接種

※ワクチンの供給状況により、接種人数/日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

総合体育館 南町コミセン 市民会館

開始時期 ５月13日 ５月20日 ５月20日

開設日 週３回（木、土、日）

開設時間 ９時00分～16時30分
(6/19,6/26,7/10,7/17の総合体育館のみ夜間枠18時00分～20時20分を実施)

接種人数/
日

180→480→600

→720→840
180→240→300

（5/20～）（5/27～）（6/10～）

180→240→300
(5/20～）（5/27～）（6/10～）
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（5/13～）（5/20～）（5/27～）

(１)個別接種 ★かかりつけ医などを中心に身近で安心な医療機関などで接種

市内19医療機関で５月26日から開始。８月11日時点で76医療機関に拡大。以降、武蔵
野市医師会及び各医療機関との調整が済み次第、順次拡充していく。

（6/3～）（6/17～）

★市内３駅圏にそれぞれ会場を設置
★医師会、薬剤師会と連携し、安全かつ確実な接種体制を構築



７ 接種体制②

（５）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・巡回接種を行う。

（４）高齢者や障害者への福祉的支援

インターネット、電話、郵送申請等でも予約できない方に対しては、在宅介護・地域包括支
援センターや地域活動支援センターと連携し、接種の意思確認、予約、必要に応じた接種の
支援を行う。また、障害者入所施設への訪問接種等を行う。
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（３）高齢者施設接種

５月６日から高齢者施設での接種開始。医療機関との調整が整い次第、各高齢者施設にて
順次接種を実施。

★クラスター発生防止の観点から速やかな接種を実施

★市民一人ひとりのニーズに対応

★市民一人ひとりのニーズに対応



８ 予約方法
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【個別接種】

【集団接種】

接種券が届いたら…

インターネッ
ト予約

24時間いつでも予約可能
※メンテナンスにより予約できない場合があります

コールセン
ター

予約開始日は電話が集中し繋がりにくい可能
性があるため、必要に応じて臨時コールセン
ターを開設

郵送申請 65歳以上のワクチン未接種かつ集団接種未予
約者に「集団接種申請書」を郵送。申請書を
提出することで、確実に予約可能

各医療機関へ電話、窓口受付等で直接予約
※予約方法は各医療機関で異なります



９ キャンセル対応方針、副反応等

（１）集団接種 ※６月17日以降、ワクチン接種の対象となっていない12歳未満の児童と関わる下記の方を第３優先接種者、災害対応に従事する
消防団員を第４優先接種者としていたが、都の大規模接種の対象となったため、第５優先を設けることとする。

（２）個別接種
• 各医療機関による（医療従事者または接種を希望する方で連絡がついた方等）

（３）施設内接種
• 各施設及び接種医の判断による（施設内で未接種の従事者または併設する介護事業所の従事者等）

キャンセル対応方針

（１）副反応への対応
• 接種を実施する医療機関（集団接種会場含む）において、重篤な副反応が発生した際は、接種医又は関係医療機

関が初期対応を行う。その際、必要となる医療機器等は、各医療機関にて事前に準備する。
• 接種後、医療機関外において発熱や腫れ等の症状が発生した場合は、かかりつけ医等を受診するよう案内する。
• 東京都新型コロナワクチン副反応相談センター 電話番号 03-6258-5802（全日24時間対応)

（２）健康被害救済
• 健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済（医療費・障

害年金等の給付）が受けられる。

副反応等
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第１優先 会場内で従事している医師、看護師、薬剤師

第２優先 会場運営従事者（市職員及び委託事業者のうち希望する方で、３週間後にも接種できる方）

第３優先 障害児福祉サービスの従事者、市内認可保育園及び幼稚園の従事者、市立小学校の教職員、学童クラブ及びあそべえの従事者

第４優先 武蔵野市消防団員

第５優先 市内に住民登録があり、市民と直接関わる頻度の高い行政サービス従事者（レモンキャブやテンミリオンハウス従事者、民生児童委員等）



10 推進体制
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武蔵野市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部の設置
⚫ワクチン接種の円滑な実施を推進するため、令和３年１月７日付けで市長を本
部長とする「武蔵野市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部」を設置し、
全庁横断的な体制を構築。計27回開催（8/11現在）。

⚫接種推進本部の下に、高齢者接種対策部や障害者接種対策部などの部会を設置
し、具体的な課題の検討及び事業の推進を行う。

• 医師会と連携した接種体制整備検討委員会（第1回R2/12/21,第2回2/2,第3回4/9）を開催。
• 医師会会員向けに集団接種実施に係る説明会（5/7）、個別接種に係る説明会（5/14）及

び新たに高齢者施設接種を実施する医療機関向けに説明会（5/14）をそれぞれ実施。
• 薬剤師会への説明会（4/16）、研修会（5/13）を実施。

関係団体との連携

• ４月25日（日） 武蔵野総合体育館で集団接種会場運営訓練を実施。
• ４月28日（水） 吉祥寺南町コミュニティセンターで集団接種会場運営訓練を実施。
• ５月６日（木） 市民会館で集団接種会場運営訓練を実施。

集団接種会場運営訓練による安全かつ確実な体制の構築



11 相談・広報体制
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市民への情報提供

⚫市報むさしの

⚫武蔵野市公式ホームページ

⚫武蔵野市公式SNS（Facebook、Twitter、LINE）

⚫むさしのＦＭ「マイシティむさしの」

⚫ケーブルテレビ「むさしのシティニュース」

⚫季刊むさしの 他、掲示・配布など

相談体制・問い合わせ先

⚫武蔵野市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

電話番号：0570-666-852（平日８時30分～17時15分）

⚫厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話番号：0120-761-770（全日９時～21時）

⚫東京都ワクチン接種会場コールセンター

電話番号：0570-034-899（全日９時～18時）



計画の修正履歴
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バージョン 修正日 主な修正内容

第１.０版 令和３年３月８日 ・計画を策定

第１.１版 令和３年３月31日 ・接種順位、接種券発送時期、接種体制等の変更

第２版 令和３年５月26日 ・計画を公表
・接種スケジュール等の変更
・推進体制、相談・広報体制の追加

第３版 令和３年６月８日 ・令和３年５月31日付 国の手引き第３版の改訂に伴う変更
・接種スケジュール、集団接種におけるキャンセル対応方針等の
変更

・想定接種回数の追加

第４版 令和３年８月11日 ・武蔵野市のワクチン接種の特徴を更新
・接種スケジュール、想定接種回数、接種順位、キャンセル対応
方針等の変更

・【参考資料】個別接種を行う医療機関一覧(12～15歳)を追加
・その他、簡易な修正

参考資料



個別接種を行う医療機関一覧
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町名 医療機関名

１

吉
祥
寺
東
町

宮崎クリニック

２ 松井クリニック

３ 松本医院

４ 松井健診クリニック吉祥寺プレイス

５ 小野耳鼻咽喉科

６

吉
祥
寺
南
町

吉祥寺・藤田クリニック

７ あべ整形外科クリニック

８ 吉祥寺南町診療所

９ 吉祥寺南病院

10 吉祥寺駅前クリニック

11 吉祥寺榊原クリニック

12 瀧澤医院

13

吉
祥
寺
本
町

安岡整形外科脳外科クリニック

14 吉祥寺メディカルクリニック

15 時計台メディカルクリニック

16 フェリーチェレディースクリニック吉祥寺

17 渡辺医院

18 中じまクリニック

19 森本病院

20 吉祥寺もろほし耳鼻咽喉科

21 美夏クリニック

22 吉祥寺あさひ病院

23 矢部耳鼻咽喉科

24 松倉メディカルクリニック

25 晴朗クリニック

参考資料
※8月11日時点

町名 医療機関名

26

吉
祥
寺
北
町

わたなべ小児科

27 中田内科クリニック

28 長谷川小児科医院

29 もとはし内科

30 沼田内科小児科医院

31 医療法人社団藤啓会 北町診療所

32 たんぽぽクリニック

33

中
町

樋口クリニック

34 中町内科医院

35 高橋医院

36 良寛こどもファミリークリニック

37 タワーズ内科クリニック

38 三鷹もろほし耳鼻咽喉科

39 内科いしだクリニック

40 杉山耳鼻科クリニック

41

西
久
保

むさしの共立診療所

42 むさしの耳鼻科矢野医院

43 かたおか医院

44 緑
町

武蔵野陽和会病院

45 八
幡
町

らいおんハート武蔵野脳神経外科内科クリニック

46 よしかた内科

47

関
前

田原医院

48 友利医院

49 境橋クリニック

50 小森病院

町名 医療機関名

51

境

かみやま内科クリニック

52 春木医院

53 森医院

54 武蔵境病院

55 スイング・ビル野崎クリニック

56 武蔵境皮フ科クリニック

57 長沼整形外科・内科

58 境・藤田クリニック

59 武蔵境耳鼻咽喉科

60 サルスクリニック武蔵境

61 佐々木産婦人科

62 リリーローズメロディチャイルドクリニック

63 かしわでクリニック

64 耳鼻咽喉科青木クリニック

65 はせがわ内科

66

境
南
町

ごとう内科・循環器クリニック

67 甲賀クリニック

68 前澤クリニック

69 若狭内科クリニック

70 武居小児科医院

71 武蔵境病院付属あんずクリニック

72 湯川リウマチ内科クリニック

73 境南耳鼻咽喉科診療所

74 いちむら内科クリニック

75 鈴木眼科

76 桜
堤

桜堤ファミリークリニック



個別接種を行う医療機関一覧(12～15歳)
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町名 医療機関名

１

吉
祥
寺
東
町

松井クリニック

２ 松本医院

３ 小野耳鼻咽喉科

４

吉
祥
寺
本
町

吉祥寺メディカルクリニック

５ 時計台メディカルクリニック

６ 中じまクリニック

７ 吉祥寺もろほし耳鼻咽喉科

８ 美夏クリニック

９ 矢部耳鼻咽喉科

10 晴朗クリニック

11

吉
祥
寺
北
町

わたなべ小児科

12 長谷川小児科医院

13 もとはし内科

14 沼田内科小児科医院

15 医療法人社団藤啓会 北町診療所

参考資料
※8月11日時点

町名 医療機関名

16

中
町

高橋医院

17 タワーズ内科クリニック

18 三鷹もろほし耳鼻咽喉科

19 杉山耳鼻科クリニック

20
西
久
保

むさしの耳鼻科矢野医院

21 かたおか医院

22

関
前

田原医院

23 友利医院

24 境橋クリニック

25

境

春木医院

26 森医院

27 武蔵境病院

28 スイング・ビル野崎クリニック

29 長沼整形外科・内科

町名 医療機関名

30

境

境・藤田クリニック

31 武蔵境耳鼻咽喉科

32 サルスクリニック武蔵境

33 佐々木産婦人科

34 リリーローズメロディチャイルドクリニック

35 かしわでクリニック

36 耳鼻咽喉科青木クリニック

38

境
南
町

甲賀クリニック

39 前澤クリニック

40 武居小児科医院

41 武蔵境病院付属あんずクリニック

42 湯川リウマチ内科クリニック

43 いちむら内科クリニック

44 桜
堤

桜堤ファミリークリニック


