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新型コロナウイルスワクチン接種に向けた庁内体制の拡充について（依頼） 

 

 

 昨年 12月 18日に開催した「第１回 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関す

る自治体向け説明会」で、新型コロナウイルスワクチン接種開始に向けて都道府県及び市区町

村が準備すべき主な事項やスケジュール等について示したところですが、ワクチンが承認され

た場合に速やかに接種可能な体制を整理するため、各自治体の予防接種部局には当面の間、平

時をはるかに超える量の業務が発生することが見込まれます。 

「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について」（健発 1023第３号、令和

２年 10月 23日）において、新型コロナウイルスワクチンが実用化された場合に迅速かつ適切

に接種を開始することができるよう、市町村で必要な執行体制を計画・確保するよう依頼して

いるところですが、貴職におかれては、全体スケジュールに遅れをとることなく準備を進めて

いただくため、下記の通り全庁的な準備態勢を取っていただくとともに、都道府県知事におか

れては、管内の市町村に対して確実に周知いただきますよう改めてお願いします。 

 

記 

 

 

１ 過去に予防接種行政の経験を有する者や、調達事務や広報業務の経験を持つ者などを中心

に全庁的な執行体制を確保するとともに、他部局の職員に併任発令をかけるなどして、当面

の間、準備を遅滞なく進めるのに必要な数の職員を予防接種部局に配置すること。 

 

２ 特に都道府県においては、管内の市区町村においてワクチン接種が円滑に進められるよう、

市区町村への支援及び連絡体制を確保すること。 

 

３ 関係者との調整が期限までに整わないなど、全体のスケジュールに影響する事情が生じた

場合、予防接種部局任せにせず、首長以下全庁的な体制により速やかに対応を検討すること。 



事 務 連 絡 

令和 3年 1月 8日 

 

 

各都道府県 衛生主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省健康局健康課予防接種室 

 

 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施に係る進捗の定期報告に

ついて（依頼） 

 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施に当たっては、準備し

ておくべき事項等を健健発 1023 号第 4号令和 2年 10 月 23 日付け健康課長通知

「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施要領について」等にて

お示ししているところです。 

今般、当該実施要領にてお示ししておりました、都道府県及び市町村による定

期的な進捗状況の報告について、別添のとおり報告様式を定めました。今後、定

期的に、貴都道府県分とともに、貴管内市町村から本様式による報告を取りまと

めていただき、取りまとめ結果を当室へご報告いただけますようよろしくお願

いします。 

また、本報告業務の内容について、貴局においても御了知の上、貴管内市町村

へのご連絡をお願いいたします。 

 

【都道府県から国への報告期限】 

 

令和 3年 1月中旬報告  令和 3年 1月 15 日（金）まで 

 

※ 令和 3年 1月末報告以降の報告期限等については、都度、別途お知らせ

いたします。 

 

 

 

 



新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業　市町村進捗状況報告様式 ※今回は、「令和３年１月中旬報告」の回答欄について、黄色セルは選択、ピンク色セルは日付を回答をしてください。

都道府県名 東京都 ※令和３年１月末報告以降の報告事項については、今後、修正・追加になる可能性があります。

市町村名 小金井市

市町村調査票 時期 令和３年１月中旬報告 令和３年１月末報告 令和３年２月末報告

No. 業務内容 回答欄 業務内容 回答欄

A 人員体制の整備 A-1 担当部署の決定 実施済 必要な物品のリストアップ

A-2 人員体制の強化 未着手 必要な物品の調達準備

A-3 会計年度任用職員等の募集

A-4

B システム改修 B-1 クーポン券発行に必要なデータ抽出のためのシステム改修 実施できる見込 接種記録の入力に係る予防接種台帳システム等の改修

B-2

B-3

C クーポン券等の印刷・ C-1 印刷業者等との委託契約に向けた調整 実施できる見込 印刷業者等との委託契約締結

C-2 ※高齢者分の接種券発送予定日　*2021/3/○と入力してください 2021/3/12 ※高齢者分の接種券発送予定日　*2021/3/○と入力してください

C-3 クーポン券発行に必要なデータ抽出

C-4

C-5

D 医療機関との調整・契約 D-1 郡市区医師会等へ、新型コロナワクチン接種体制について相談 実施済 郡市区医師会等へ、新型コロナワクチン接種体制について相談

D-2 郡市区医師会等と連携し、地域の中で接種実施可能な医療機関を把握 未着手 郡市区医師会等と連携し、地域の中で接種実施可能な医療機関を把握

D-3

D-4

E 特設会場の準備 E-1 医療機関以外に特設会場の設置が必要か検討 未着手 特設会場の選定

E-2 特設会場の運営計画策定

E-3 郡市区医師会等と連携し、特設会場での接種に必要な医療従事者の確保

E-4 特設会場に係る予約受付方法の検討

E-5 接種実施機関側としての集合契約委任状提出

E-6

F 極低温冷凍庫の配備 F-1 ディープフリーザー設置医療機関の確定（リスト①1/28提出〆） 未着手

F-2

G 接種費用の確保 G-1 実施主体としての集合契約委任状提出（2/10提出〆） 未着手

G-2

H 相談体制の確保 H-1 窓口での相談体制の準備 未着手

H-2 コールセンターの調達準備 実施できる見込

H-3

I 住民への情報提供 I-1 広報誌・市町村ホームページ・ケーブルTV等での情報提供の準備

I-2

J その他 J-1

J-2
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新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業　市町村進捗状況報告様式
都道府県名 東京都

市町村名 小金井市

市町村調査票 時期

No.

A 人員体制の整備 A-1

A-2

A-3

A-4

B システム改修 B-1

B-2

B-3

C クーポン券等の印刷・ C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

D 医療機関との調整・契約 D-1

D-2

D-3

D-4

E 特設会場の準備 E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

F 極低温冷凍庫の配備 F-1

F-2

G 接種費用の確保 G-1

G-2

H 相談体制の確保 H-1

H-2

H-3

I 住民への情報提供 I-1

I-2

J その他 J-1

J-2

※今回は、「令和３年１月中旬報告」の回答欄について、黄色セルは選択、ピンク色セルは日付を回答をしてください。

令和３年２月末報告 令和３年３月末報告

業務内容 回答欄 業務内容 回答欄

会計年度任用職員等の確保 接種記録の入力に係る予防接種台帳システム等の改修納品

高齢者分の接種券印刷・封入封緘、発送準備 高齢者分の接種券の発送

予診票の印刷準備（高齢者分） ※高齢者分の発送開始日　*2021/3/○と入力ください

高齢者以外の分の接種券印刷、発送準備

予診票の印刷（高齢者分）

医療機関等へ事前説明会の実施（保管するワクチンの取扱い、接種事務他） 予診票を医療機関等に設置

集合契約委任状のとりまとめ（医療関係団体に属さない医療機関のみ） 医療機関別のワクチン配分数を調整

地域内の医療機関の委任上提出状況の確認

特設会場の運営に必要な物品のリストアップ 特設会場確保に係る契約締結

特設会場の運営に必要な物品の調達準備 特設会場開設

コールセンター委託契約締結 コールセンターの運用

コールセンターオペレーターへの教育 特設会場における接種の予約受付開始（高齢者分）

広報誌・市町村ホームページ・ケーブルTV等での情報提供の実施 広報誌・市町村ホームページ・ケーブルTV等での情報提供の実施
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圏域６市の新型コロナウイルスワクチン接種に係る人員体制 

 

・武蔵野市 

 課長職以下６名体制（課長職＋１名＝合計２名が他課より異動） 

・府中市 

 課長職以下４名体制。ワクチン接種に係る人員体制の変動はないが、令和２年

度途中に課長補佐職が、コロナ対応のため１名増員となっている。 

 令和３年４月より主幹１名増員予定 

・調布市 

 令和３年１月１９日付けで課長職以下３名体制の内示予定。（コロナ対策本部

から主幹が１名ワクチン接種担当となる。） 

・狛江市 

 令和３年１月８日付けで予防接種室立ち上げ。（コロナ対策本部とは別組織）

室長以下４名＋会計年度任用職員１名（室長は教育部から異動） 

・三鷹市 

 令和３年１月１付けで新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局立ち

上げ。部長以下４名。うち１名は他課より異動 

・小金井市 

 管理職以外で、５名のワクチン接種担当（うち３名は健康課からの生み出し）

を調整中。他の課からワクチン接種への応援２名と健康課従来業務応援２名を

調整しているが、２名しか調整がついていない。 


