
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
追加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。
1

令和４年３月４日（第２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追加接種実施計画抜粋）

 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、追加接種を
希望する方に安全で確実な接種を行う体制を整える。
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２ 追加接種対象者等3

追加接種の対象者

２回目接種の完了から６か月以上経過した１８歳以上のすべての市民

※ 原則、接種を受ける日に住民基本台帳に記録されている者（例外あり）。

追加接種までの期間

〇 ２回目接種から６か月以上経過後に３回目接種が可能な方

◆ 医療従事者や高齢者施設などの入所者及び従事者、通所サービス事業の利用者
及び従事者等

◆ １８歳以上のすべての市民

※ ただし、１８歳～６４歳の方は、２月４日（金）予約開始分から予約可能



ワクチン接種のスケジュール

○ 武蔵野市新型コロナウイルスワクチン追加接種実施計画（第２版）に基づくスケ
ジュールで実施（スライド８、９ページ掲載）

○ ＵＲＬ
http://www.city.musashino.lg.jp/stopcovid19/kenko_hoken/1031272/1032597/10327
86.html

○ ホームページの掲載場所
トップページ > 新型コロナウイルス感染症の関連情報 > 健康・保健 > 新型コロナウイルス
ワクチントップページ > 新型コロナウイルスワクチン接種に関する市の計画

（令和４年３月４日時点）
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http://www.city.musashino.lg.jp/stopcovid19/kenko_hoken/1031272/1032597/1032786.html


３ 在宅高齢者・障害のある方の接種体制
◆集団接種◆

【会場】市役所、芸能劇場、むさしのエコreゾート、南町コミセン、市民文
化会館、市民会館、スイングホール、商工会館

【開設日等】１月、２～３月、４月、５月以降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】市内約５０医療機関
令和４年１月下旬から市内５０医療機関で接種を開始。以降、１・２
回目の接種の実績に基づき、順次約８０医療機関に拡充。
４月以降は、どなたでも受付可能で市インターネット予約システム

を利用する約５５医療機関で接種を実施。

◆訪問･巡回接種◆
施設入所者や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、クラスター発生防止の観点から１月上旬から順次接種を実施。



集団接種の接種体制①（令和４年１月､２月から３月まで）
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※ 会場ごとに時期により異なるワクチンを使用
※ ワクチンの供給状況等により、接種日時、摂取人数／日は変更する可能性あり。

(１)集団接種 ★市内３駅圏にそれぞれ会場を設置
★事前訓練を実施し、安全かつ確実な接種体制を構築◎１月の接種体制

◎２月から３月までの接種体制

会場 開始時期 接種日 接種時間 接種人数/日

吉祥寺地域 南町コミセン ２月３日

週５日 10時～17時30分

300人

中央地域
市民文化会館 ２月11日 500人

むさしの
エコreゾート １月21日 500人

武蔵境地域 市民会館 ２月４日 300人

会場 開始時期 接種日 接種時間 接種人数/日

中央地域

市役所 １月22日 週２日
(土・日)

10時～17時30分 350人

芸能劇場 １月23日 週６日
(月・火・木・金・土・日)

11時～18時30分 240人

むさしの
エコreゾート １月21日 週５日

(月・木・金・土・日)
10時～17時30分 500人



集団接種の接種体制②（令和４年４・５月以降）
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(１)集団接種

◎５月以降の接種体制

会場 開始時期 接種日 接種時間 接種人数/日

吉祥寺地域 商工会館

調整中 調整中 調整中

240人

中央地域 芸能劇場/市民文化会館 240～500人

武蔵境地域 スイングホール 300人

★一部接種会場で、予約なしでの接種を実施
★日中接種できない方も接種できるよう、平日の夜間接種を実施

◎４月の接種体制

会場 開始時期 接種日 接種時間 接種人数/日

吉祥寺地域 南町コミセン ２月３日

週３日
週４日

【平日】13時30分～20時
【土曜】10時～17時30分
【日曜】10時～13時

300人

中央地域
市民文化会館 ２月11日 500人

むさしの
エコreゾート １月21日 500人

武蔵境地域 市民会館 ２月４日 300人

※会場や接種日ごとに異なるワクチンを使用
※ワクチンの供給状況等により、接種日時、接種人数/日は変更する可能性あり
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上記のような手段でもなお困難な場合 

予約サポートセンター 

在宅高齢者の支援フローチャート
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４ 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）
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４ 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

令和３年８月までに、１・２回目の予約を郵送申請で行った65歳以
上の方に、３回目接種券発送時に「集団接種申請書」を同封。
また、令和３年９月末までに２回目接種を完了しているが、３回目

未接種かつ集団接種未予約者に、３月上旬に「集団接種申請書」を郵
送予定。
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４ 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

高齢者の地域相談窓口として、介護保険などの相談に加えて、ワクチン接
種に係る相談も受け付けています。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。 (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

施設入所者や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、医療機関等と調整し、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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５ 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

追加接種を希望する市内在住の支援を要する65歳以上高齢者

支援内容

○ 在宅介護・地域包括支援センター来所者に対する予約方法・接種方法の支援

○ 接種予約はしたものの、接種当日等に支援が必要な方へのフォロー

支援時期（委託契約）

令和４年１月１９日（水）～ 令和４年３月３１日（木）

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

 対象者

「５ 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

 支援内容・開始時期

○ 「５ 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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７ 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、ワクチン追加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

○ 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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８ 予約サポートセンターの設置①【予約開始当日】
 予約サポートセンターの設置

○ 対象者
インターネット等での予約が困難な65歳以上の高齢者

○ 予約開始日（12時30分から）（市内３か所）における予約サポートセンターの
設置

16

予約できる方
予約サポートセンター

設置日時

予約できる接種日
（下記期間のうち、２回目接種日から６か月後

の同日以降の日程が予約可能）
サポートセンターの場所

令和３年６月30日までに
２回目接種を完了した方

１月19日（水）
12時30分～17時

【集団接種】
１月21日(金)～２月13日(日)

【個別接種】
１月21日(金)～１月31日(月)

〇市役所812会議室
○南町コミセン
○市民会館

令和３年７月14日までに
２回目接種を完了した方

１月26日（水）
12時30分～17時

【集団・個別接種】
１月27日(木)～２月14日(月)

令和３年８月31日までに
２回目接種を完了した方

２月２日（水）
12時30分～17時

【集団・個別接種】
２月３日（木）～３月１日(火)

〇市役所412会議室
○南町コミセン
○市民会館



８ 予約サポートセンターの設置②【予約開始翌日】
 予約サポートセンターの設置

○ 対象者
インターネット等での予約が困難な65歳以上の高齢者

○ 予約開始日翌日（市内６か所：各在宅介護・地域包括支援センター）における予
約サポートセンターの設置
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予約できる方
予約サポート

センター設置日時

予約できる接種日
（下記期間のうち、２回目接種日から６
か月後の同日以降の日程が予約可能）

サポートセンターの場所

令和３年６月30日までに
２回目接種を完了した方

１月20日(木)
９時～17時

【集団接種】
１月21日(金)～２月13日(日)

【個別接種】
１月21日(金)～１月31日(月)

市内６か所の在宅
介護・地域包括支
援センター
※住所・連絡先な
どはスライド番号
11に記載

令和３年７月14日までに
２回目接種を完了した方

１月27日(木)
９時～17時

【集団・個別接種】
１月27日(木)～２月14日(月)

令和３年８月31日までに
２回目接種を完了した方

２月３日(木)
９時～17時

【集団・個別接種】
２月３日(木)～３月１日(火)



９ 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。

クラスター発生防止の観点から、障害者入所施設や通所サービスの利
用者の方に対して、訪問接種や前倒しでの優先接種を実施します。
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障害のある方の接種支援体制
19

【視覚障害】

代読・代筆

【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、行動援護、
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】集団接種において、通所サービス利用者に対して前倒しでの
優先接種を実施（２月実施済み）



地域活動支援センター・障害者相談支援事業所一覧
20  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

地域活動支援
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：
午前10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

高次脳機能障害ある方
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



10 18～64歳の予約・接種日程
※ ２回目接種完了から６か月後の同日以降、接種が可能。ただし、接種間隔最短６
か月後の接種は、２月４日(金)予約分から予約可能。
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予約できる方
予約開始日

（12時30分から）

予約できる接種日
（下記期間のうち、２回目接種日から６か

月後の同日以降の日程が予約可能）

令和３年６月14日までに
２回目接種を完了した方

１月26日(水)
【集団・個別接種】

２月１日(火)～２月14日(月)

令和３年７月31日までに
２回目接種を完了した方

２月４日(金)
【集団・個別接種】

２月５日(土)～３月１日(火)

令和３年８月15日までに
２回目接種を完了した方

２月７日(月)
【集団・個別接種】

２月８日(火)～３月15日(火)

令和３年８月31日までに
２回目接種を完了した方

２月14日(月)
【集団・個別接種】

２月16日(水)～３月31日(木)

令和３年９月15日までに
２回目接種を完了した方

２月25日(金)
【集団・個別接種】

３月１日(火)～３月31日(木)



11 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・代筆支援を行います。ま
た接種券発送には点字シールを貼るなどして対応しています。

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。

22

「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。



12 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、
行動援護、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による支援を検討
しています。
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・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
害のある方・中途障害のある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。



１３ 入所施設・通所施設の利用者を支援

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。

障害者通所サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労
継続支援、日中一時支援、地域活動支援センター、共同生活援
助）の利用者については、集団接種において、前倒しでの優先接
種を実施（２月実施済み）
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ワクチン追加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４年１月６日 ・支援体制を策定

第２版 令和４年３月４日 ・追加接種対象者等を追加
・ワクチン接種のスケジュール変更、またそれに伴う各種
日程変更
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