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新型コロナウイルス感染症への対応等 

 

 

                            単位：件 

 令和４年２月 令和４年３月 

日常生活品支援 ５７７ １７１ 

パルスオキシメータ貸出 １０２ ２２ 

買物支援 ５ １０ 

コールセンター受電 ６，７４４ ３，７６８ 

窓口対応 ３１５ ４４８ 



2022/4/11  20:16

武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 狛江市 小金井市
１．Smooth Fileで提供された
データを、健康観察、生活支
援等に活用していますか？

健康観察及び生活支援に活用 健康観察及び生活支援に活用 健康観察に活用 健康観察及び生活支援に活用 健康観察及び生活支援に活用 生活支援に活用

２．上記１で、連絡する
対象者をどのように抽出
していますか？抽出条件
を教えてください。

①前日データに掲載されていない、②家族
に対して支援の案内をしていない、の２条
件を満たす方

感染急拡大により、すべての対象者へ架電すること
が困難となったことから、条件を絞って対象を変更
しています。
R3年10月1日から「自宅療養の有無」に関係なく
Smooth Fileに新たに提供された方
R4年1月9日から 「自宅療養の有無」が新たに「自宅
療養」となった方
R4年1月26日から「自宅療養の有無」が空欄で、発
症日を0日とし発症10日目にあたる方
※市との連絡がとれていない方、高校卒業年齢相当
以上(２００３年４月１日以前)の方を優先

①在宅療養期間５日程度
②Smooth File初回掲載
①及び②の条件を満たす50才〜65歳及び乳
幼児とその家族。

Smooth File初回掲載者のうち以下に該当
しない方
①65歳以上と65歳以上の自宅療養者と同居
する方
②ご家族（もしくは同居人）に市から連絡
を入れている方
③ご自身（もしくはご家族）で療養に関す
る問合せや支援の申請をした方

①Smooth File初回掲載者に架電。
②架電時に家族状況を確認して、家族内で
陽性者が発生した場合も連絡はしない。
③Smooth File掲載者前に市支援を受け、
状況を確認している場合も連絡しない。

療養期間残4日以上＆自宅療養確定者＆
Smooth File初回掲載者＆市支援を受けた
ことが無い世帯 の全ての条件を満たす方

３．上記１で、対象者へ
は誰が連絡しています
か？

正職員４人。
架電件数が多い日や土・日・祝日は、上記
４人の他に応援職員（正職員または会計年
度任用職員、最大５人程度）。

主に、正職員(保健師２人、内１人兼
務）、時間額会計年度任用職員(看護師、
２人）が対象者へ連絡しています。なお、
受電については、正職員(事務１人）も対
応しています。

正職員、月額会計年度職員、日額会計年度
職員の保健師、看護師（概ね8人程度）

専任の会計年度職員２人（事務）
患者数等の状況により，課内の全職員およ
び全庁の応援職員が対応
（正職員・会計年度職員の事務，保健師，
看護師，⻭科衛⽣⼠，栄養⼠等，多職種）

健康推進課正職員及び会計年度任用職員
他課応援職員（正職員及び会計年度任用職
員）

正職員（事務）６人及び月給制会計年度任
用職員（事務）２人

４．上記３で、連絡して
いる担当は、専任担当者
を確保していますか？

専任担当者を配備 専任担当者を配備 ― 専任担当者を配備 その他 ―

補足事項 原則として主管部署の職員が専任担当者として
連絡し、必要に応じて、他部署からの応援職員
（架電時間帯のみ）を確保。

― 専任担当者は確保していません。 事務職２人 自部署で他業務と兼務及び他課応援 確保していません。

５．上記４で、専任担当
者を確保してる場合、そ
の雇用形態を教えてくだ
さい。

正規職員（事務） 時給制会計年度任用職員（保健師等） ― 時給制会計年度任用職員（事務） ― ―

補足事項 ― 正職員については、保健師１人、事務職１
人が、自宅療養者相談支援センター専任と
なっています。

― 週４日勤務 ― ―

６．上記１で、「健康観察
に活用」「健康観察及び生
活支援に活用」を選択した
場合、健康観察については
どのような内容を確認して
いますか？

高熱や息苦しさ等、重症化に繋がりやすい
症状の有無。
その他、対象者が気になる症状の有無。

初回の受電・架電時に以下のことを確認し
ています。
・症状、体調
・回復状況(受電時は体調確認)
・健康観察の方法(HER-SYSの入力ができ
ていたか)

呼吸苦、胸痛、発熱、ＳｐＯｓ数値、だる
さ等の症状、及びその他の症状の確認を
行っています。

体調確認、MY-HER-SYSの登録状況確認 本人及び家族の症状確認、健康上の不安等
相談、医療機関の紹介等を実施している。

健康観察は行っていません。

７．健康観察を行った結
果、支援が必要となった
場合、どのように対応し
ていますか？

まずは検査を受けた医療機関に相談するように案
内。合わせて、保健所の緊急連絡先を伝達。
市内の医療機関で検査を受けていない患者に対して
は、市内医療機関で健康面の相談を受けられるよ
う、医師会を通じて調整。
必要に応じて、市が本人からヒアリングした内容を
保健所に情報共有。

・保健所との連絡調整
・市健康福祉・高齢者福祉・生活福祉部門
等との連絡調整
・受診勧奨や後遺症相談窓口等各種窓口の
案内

緊急度の高い事例は即時で保健所に連絡
し、情報提供程度の事例に関しては、1日
１回、架電後にデータにして保健所に報告
をしています。また、市の支援が必要そう
な事例に関しては他機関連携をしています
（子ども家庭支援課等）

保健所や医療機関，介護や⺟⼦の関連部署
等，関係機関への情報提供及び連携した
フォローアップ

緊急対応の方には、早急に保健所や緊急対
応の契約をしている在宅医療の先生等に連
絡をし、対応に当たっている。

―

８-１．３月１５日時点
の自宅療養者数

６３３人 837人 826件 １０３４人 388人 ５９９人

８-２．３⽉１⽇〜３⽉
１５日の生活支援件数

３０５件 150件 95件 124 212軒、261個の配送267の申込 117件

９．その他、取り組んで
いることや補足説明等あ
りましたらご記入くださ
い。

単身世帯の方や体調に不安がある方に対し
ては、発症から１週間後を目途に、再度、
体調確認のための電話連絡を実施。

陽性判定を受けてすぐの方から、相談の連絡を受け
ることが多く、保健所から療養される方へ送られる
メッセージの内容について案内しています。特に、
症状悪化時の相談先や、HER-SYSの活用については
積極的に説明しています。

― ― 東京都の運用もSMSでの通知となったた
め、今後の自宅療養者への架電等プッシュ
型の対応について検討中。（保健所にも投
げかけている）

―
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                            福祉保健部新型コロナウイルス感染症対策担当   

 

新型コロナウイルスワクチンの接種状況について 

 

１ 接種状況 

  令和４年３月３１日現在のワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）集計 

 ⑴ １回目          人（接種率    ％） 

 ⑵ ２回目          人（接種率    ％） 

 ※対象者は       人（令和４年 月 日現在） 

 ⑶ ３回目          人（接種率    ％） 

 ※対象者は       人（令和４年 月 日現在） 

 ⑷ ５歳～１１歳       人（接種率    ％） 

 ※対象者は       人（令和４年 月 日現在） 

⑸ 年代別接種率 ※令和４年３月３１日現在 

                                単位：％  

 １回目 ２回目 ３回目 

５～１１歳   － 

１２～１４歳    

１５～１９歳    

２０代    

３０代    

４０代    

５０代    

６０代    

７０代    

８０代    

９０代    

１００代    

合計    

市民全体    



２ ３回目接種（追加接種）の状況 

 ⑴ 前倒し接種 

   予約枠に余裕があることから、６５歳未満の一般対象者に対し２回目接種後６

か月後から前倒し接種を行っている。 

 ⑵ 個別接種（ファイザー社製ワクチン） 

   【３月】４７医療機関 【４月】  から１５医療機関 

 ⑶ 集団・大規模接種会場 

  ア 第一大久保ビル 

    令和４年２月１２日～５月 ７日（モデルナ社製ワクチン） 

  イ 保健センター 

    令和４年５月１３日～未定（４回目接種の状況による）（ファイザー社製ワク

チン、モデルナ社製ワクチン） 

 

３ ５～１１歳接種 

  ア 第一大久保ビル 

    令和４年３月１２日～５月 ８日（小児用ファイザー社製ワクチン） 

  イ 保健センター 

    令和４年５月１４日～未定（４回目接種の状況による）（小児用ファイザー社

製ワクチン） 

 

（参考）４月の大規模接種会場の実施内容 

  第一大久保ビル（３回目：モデルナ社製ワクチン、小児：小児用ファイザー社製

ワクチン） 

曜日 接種予定数 

土曜日 １４：００～１８：４５ 

 ４／２、９、１６、２３、２９ 

  ３回目    人 

  小 児    人 

日曜日 １０：００～１４：４５ 

 ４／３、１０、１７、２４ 
  小 児    人 

水曜日 １４：００～１８：４５ 

 ４／６、１３、２０、２７ 
  ３回目    人 

金曜日 

 ４／２２、２９ 
  小 児    人 

 

４ 追加接種（４回目）の状況 

  令和４年３月２５日付け事務連絡「現時点から２か月程度を目途に、接種券や会

場の手配等、準備を進めること」 


