
令和３年３月１６日

第４弾（令和２年１１月２０日）

事業 進捗状況等
高齢者等への季節性インフルエンザ予防
接種費用の助成

予防接種の自己負担分2,500円の無料化を実施
し、16,639人が活用。

ＰＣＲ検査等費用の補助
（市内介護事業所、障害福祉事業所等）

職員及び利用者に対し、自主検査費用を補助
　介護事業所　１１件、１２０人
　障害福祉事業所等　２件、１２３人

高齢者・障害者（児）への介護支援

家族介護者等による介護の継続が困難になった
場合、要介護者が短期入院できる体制を整備
　高齢者　利用者なし
　障害者（児）　利用者なし

市立小中学校における学習支援及び学生
の雇用機会支援
（小金井市学校教育活動支援員：学習が
遅れがちな児童、特別な配慮が必要な児
童・生徒のサポート、学校内環境の整備
等）

学校教育活動支援員活動人数（登録者数）１１
３人
（１月）活動人数３７人、５６７時間（小学校
７校、中学校２校、もくせい教室）
（２月）活動人数７５人、１，３６０時間（小
学校８校、中学校５校、もくせい教室）

第３弾（令和２年８月１２日）

事業 進捗状況等

医療従事者への慰労金支給

市内の医療機関等に従事する、医師、歯科医
師、薬剤師、看護師、事務職員等に対し、感染
予防にも活用できる慰労金１人１０万円～５千
円を支給。１９０機関に支給済。

私立幼稚園等に対する空調換気設備の整
備支援

空調換気設備の整備経費補助、１園あたり
5,000,000円。６施設実施見込み。

ひとりぐらし高齢者への電話訪問
（準友愛活動）

委託事業により、市内の独居高齢者または高齢
者のみの世帯に週１回電話訪問を実施。利用者
１０人。

新生児特別定額給付金の給付
令和２年４月２８日～令和３年４月１日に生ま
れた子どもを育てる費用の支援として１人１０
万円を給付。２月末現在申請者：７２９人。

事業継続支援
（こがねい事業者応援金）

小金井市事業継続支援給付金の支給対象となら
ない市内の中小企業者等に対し、上限２０万円
を給付。６８２件交付見込み。

保育従事者等への慰労品支給
市内事業所で使用できる商品券５千円分を支
給。1,055人に交付見込み。

第２弾（令和２年５月１９日）

事業 進捗状況

事業継続支援
（小金井市事業継続支援給付金）

一定の要件を満たした市内の中小企業者等に対
し、２０万円を給付。６４４事業所（７２３
件）交付。

※件数等については、特に記載がない場合は令和３年３月１２日現在

小金井市緊急対応方針の取組の進捗等について



令和３年３月１日現在
施　策　名 所管課 対応方針 施策概要 進捗状況

子育て世帯臨時特別給付金(国) 子育て支援課 第 １ ・ ２ 弾
児童手当(特例給付を除く。)を受給
する世帯に対し、対象児童一人につ
き１万円を支給

３／１５まで受付
執行率：９６.７％

保育施設及び学童保育所での保育の確保(利用
者支援)

保 育 課
児童青少年課

第 １ ・ ２ 弾
登園・当所の自粛期間及び休園・休
所期間の保育料・育成料(延長含む)
の還付

令和２年３月～６月及び休園・休所した
期間継続中

児童扶養手当受給者支援臨時特別給付金(市) 子育て支援課 第 ２ 弾
児童扶養手当の受給者に対し、令和
２年５月分及び６月分の児童扶養手
当と同じ額を支給

完了済み
執行率：９８.４％

育児支援ヘルパー事業(含養育支援訪問事業)
拡充

子育て支援課 第 ２ 弾

安静を要する妊婦及び産後４か月ま
での産婦で介助者のいない家庭（多
胎児家庭は３歳未満まで）に対象を
拡大し、併せて利用者負担額を軽減

改正以降の申請３８件

認証保育所・定期保育・一時預かり及び延長
保育の減収補填

保 育 課 第２・３・５弾
民間保育所等に対し登園自粛期間等
に伴う減収分の補填

認証：令和２年４月～６月及び休園した
期間継続中
他　：令和３年１月２９日：施設周知
　　　出納整理期間に金額確定予定

新生児特別定額給付金(市) 子育て支援課 第 ３ 弾

国の特別定額給付金の基準日以降、
令和３年４月１日までに誕生した新
生児に対し、対象児童一人につき１
０万円を支給

７２７件申請（７２９人分、双子２組）

ファミリー・サポート・センター援助活動利
用料助成

子育て支援課 第 ３ 弾
小学校等の臨時休業等によりファミ
リー・サポート・センター事業を利
用した保護者に対し、利用料を助成

７件・１０人分（援助した児童数）
執行額：１２２,５００円

民間保育事業所等職員慰労品支給事業 保 育 課 第 ３ 弾
市内の保育事業者等に就労する職員
に対し、５千円の慰労品（プレミア
ム商品券）を支給

１,０５５人に配布

委託学童保育所への運営支援 児童青少年課 第 ３ 弾
委託事業者に対し、学校休校期間中
における開所時間の延長分の経費等
の補填

契約変更済み

ひとり親世帯臨時特別給付金(国) 子育て支援課 第 ５ 弾
児童扶養手当の受給者等に対し、１
世帯５万円等の給付(追加給付有)

３／１５まで受付
執行率：９６.２％

※その他　第３弾：保育園・児童館等において網戸等の整備
　　　　　　　　　民間保育施設等への支援(消耗品購入等の経費補助)・私立幼稚園等に対し、空調換気設備の整備支援

小金井市緊急対応方針に基づく子ども家庭部の主な取り組み状況について





2021年 3月 16日 

 

新型コロナワクチンについて その２ ～接種できる方できない方～ 

 

一般社団法人 小金井市医師会 

 

新型コロナワクチン、自分は接種して大丈夫なの？と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。 

今回は、接種できる方できない方、接種する際注意が必要な方について解説します。現在国内で承認されている

のはファイザー・ビオンテック社の mRNA ワクチンですので、このワクチンを念頭にお話します。 

 

（１） いつなんどきでも接種できない方（禁忌） 

① 1回目のワクチン接種でアナフィラキシーなど重度のアレルギー反応がでた方 

② ワクチンの成分のポリエチレングリコール（PEG）にアレルギーのある方 

③ PEG と似た成分であるポリソルベートにアレルギーのある方 

 

【解説】 

（１）1回目を接種した際に重度のアレルギー反応が出た方は、2回目の接種を受けられません。 

（２）（３）PEGやポリソルベートは多くの医薬品や化粧品等に含まれており、古くから食品添加物としても使用されて

います。これらに対するアレルギーの報告はかなりまれです。医薬品でアレルギーが出たり化粧品でかぶれ

た方もいらっしゃると思いますが、他の成分もたくさん含まれており、PEGやポリソルベート以外が原因となっ

ていることがほとんどであると考えられます。 

 

（２） 今は接種できないが、タイミングをずらせば接種可能な方 

① 接種当日 37.5℃以上の発熱がある方 

② 今現在重い急性期疾患を患っている方 

 

 

【解説】 

（１）熱が下がって体調がよくなれば接種できます。 

（２）治療して病状が安定し、主治医が可能と判断すれば接種できます。 

（３）ファイザー・ビオンテック社の新型コロナワクチンは 20日の間隔をおいて 2回接種します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．いつなんどきでも接種できない方（禁忌） 

（１）1回目の新型コロナワクチン接種でアナフィラキシーなど重度のアレルギー反応がでた方 

（２）本ワクチンの成分であるポリエチレングリコール（PEG）にアレルギーのある方 

（３）PEG と似た物質であるポリソルベートにアレルギーのある方 

 

２．今は接種できないが、タイミングをずらせば接種可能な方 

（１）接種当日 37.5℃以上の発熱がある方 

（２）重い急性疾患を患っている方 

（３）1回目の接種から 21日経っていない方 

 

３．接種に注意が必要な方  

（１）心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患のある方 

（２）けいれんの既往のある方 

（３）免疫不全と診断がされている方や近親者に先天性免疫不全症がいる方  

（４）がんと診断されている方 

（５）他の予防接種の後２日以内に、発熱や全身に発疹が出るなどアレルギーを疑う症状が出たことのある方 

（６）ワクチンの成分に対してアレルギー反応の出るおそれのある方 

 



【解説】 

 ワクチン接種後は通常 15分間待機していただき体調を確認しますが、場合によっては 30分経過をみます。 

（１）（２）病状が安定していて主治医が可能と判断すれば接種できます。 

（３）（４）病状が安定していて主治医が可能と判断すれば接種できます。一般に、生ワクチン以外のワクチン接種で 

免疫不全やがんの患者さんで副反応が増えるということは考えにくいが免疫がつきにくい可能性はある、とさ 

れています。主治医とよくご相談ください。 

（５）（６）接種できます。接種後 30分間待機していただきます。 

 

 

４．接種できる方 

 （１）花粉症、アレルギー性鼻炎 

 （２）気管支喘息 

 （３）mRNA ワクチン以外のもの（薬、食べ物、動物、ラテックス等）にアレルギー反応を起こしたことがある方 

（４）血が止まりにくくなる薬を服薬中の方 

 

【解説】 

（１）問題ありません。 

（２）病状のコントロールが不良の際は接種後 30分間待機していただきます。 

主治医にご相談ください。 

（３）アナフィラキシーなど重度のアレルギー反応が出たことのある方は、接種後 30分間 

待機していただきます。 

（４）接種後 2分間圧迫していただければ問題ありません。 

（５）寝て接種できます。接種後 30分間待機していただきます。 

 

５．こんな時はどうしたらいい？ 

（１）妊娠している方 

国立成育医療研究センターは次のような見解を出しています。「添付文書では、妊婦又は妊娠している可能

性のある女性には予防接種上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ接種することと記載されてい

ます。動物試験では、母動物が接種することで動物の赤ちゃんに悪影響は見られませんでした。現在、妊婦さん

に対する調査が進行中です。妊婦さんが新型コロナウイルスに感染すると、感染していない妊婦さんと比べて重

症化する割合や早産等が多いとの報告もあり、妊娠を理由に接種を控える必要はないと考えます。」（国立成育

医療研究センターHP より） 米国 CDC（疾病対策予防センター）も同様の見解です。 

 

（２）授乳中の方 

十分なデータは出ておりませんが、米国 CDCは感染リスクの高い人や重症化リスクの高い人は授乳中でも接

種を考慮してよいとしています。また、国立成育医療研究センターは次のような見解を出しています。「母乳中へ

の移行について現時点では調べられていません。このワクチン成分の性質から、母乳移行量は非常に少なくなる

と考えられています。さらに多少のワクチン成分を含んだ母乳を赤ちゃんが飲んだとしても、その性質からは赤ちゃ

んに悪影響が及ぶとは考えられません。授乳中のワクチン接種は問題ないと考えます。」（国立成育医療研究セ

ンターHP より） 

 

 

 

４．接種できる方 

（１）花粉症、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎 

（２）気管支喘息 

（３）ワクチン以外のもの（薬、食べ物、動物、ラテックス等）にアレルギー反応を起こしたことがある方 

（４）血が止まりにくくなる薬を服薬中の方 

（５）採血や注射で迷走神経反射（失神）をおこしたことのある方 

 

 



（３）16歳未満の方 

現時点では接種の対象となりません。現在 12歳以上の小児を対象とした治験がファイザー・ビオンテック社と

モデルナ社で開始されており、将来的には接種対象となる可能性があります。接種できない子供たちを守るため

にも、まわりの大人が接種することが大切です。 

 

（４）新型コロナウイルスに感染したことのある方 

すでに感染した方も、接種が推奨されています。再感染を防ぐためと、ワクチン接種のほうが抗体価が高くなる

ことが知られているためです。米国 CDCは療養期間が終了し、体調がよくなってからの接種を勧めています。 

また、入院して治療を受けられた方の中で回復期血漿療法やモノクローナル抗体治療を受けた方は、90日経過

してからの接種が勧められています。 

感染したことのある方は、1回のワクチン接種で十分な免疫がつくという報告も出ておりますが、これについてはま

だ統一見解は出ておりません。 

 

６．最後に 

  小金井市では、市内の 40か所以上の指定医療機関および 

2か所の集団接種会場で新型コロナワクチンが接種できるように 

なる予定で、着々と準備を進めております。（詳細は追って市報、 

市のホームページ、医師会のホームページ等でご案内いたします。） 

かかりつけ医が指定医療機関であれば、そこでの接種をお勧め致し 

ます。集団接種会場にも小金井市医師会の医師が常におります。 

皆様が安全にワクチン接種を受けられるよう万全の準備をしており 

ますので、どうぞ安心していらしてください。 

 

 

こちらもあわせてご参照ください。 

「こびナビ」https://covnavi.jp/category/faq_public/ 

「新型コロナワクチン公共情報タスクフォース」https://medicalnote.jp/covid19-vaccine/ 

「国立成育医療研究センターホームページ」http://www.ncchd.go.jp/kusuri/covid19_vaccine.html 

 

https://covnavi.jp/category/faq_public/
https://medicalnote.jp/covid19-vaccine/
http://www.ncchd.go.jp/kusuri/covid19_vaccine.html


新型コロナワクチン

接種のお知らせ
（６５歳以上の方向け）

ワクチン接種までの流れ

接種費用

無料
（全額公費）

１

※ 肩（上腕）を出しやすいように、半袖などの服の上に上着を着てご来場ください。

※接種前にご自宅で体温を測定し、３７．５度以上の発熱がある場合や体調が悪い場合などは接種を控え、指定医療機関での接

種の場合は予約した指定医療機関に、集団接種での接種の場合は小金井市コールセンターにご連絡ください。

※ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて２回受ける必要があります。

（ファイザー社製のワクチンは１回目の接種後、２０日の間隔をおいて２回目の接種を受ける必要があります。）

※同封の接種券は、２回分の「接種券」や「予防接種済証」が１枚になっています。切り離さすに台紙ごとお持ちください。

市予約システム

二次元コード

新型コロナワクチンは、６５歳以上の高齢者から順次接種を開始する予定です。

接種開始は、５月１０日以降となる予定です。市報・市ホームページ等でご確認ください。

接種可能な時期を確認する

※ 令和３年度中に６５歳に達する方（昭和32年４月１日以前に生まれた方）も対象となります。

なお、６５歳以上の対象者について、その中でさらに接種の時期を分けることがあります。
※ 少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは

順次供給されます。安心してお待ちください。

指定医療機関または集団接種会場で接種することができます。※詳細は別紙をご覧ください。

ワクチン接種には予約が必要です。指定医療機関の予約は①～③、集団接種会場の予約は①

または②の方法で予約をお取りください。

２ 接種の予約をする（４月２３日予約開始予定）

※ かかりつけ医が指定医療機関に指定されている場合には、そちらでの接種をお勧めします。

※ 予約の際には同封の「接種券」をご用意ください。接種券の中程に印刷された「券番号」（10

桁の数字）とご自身の生年月日が必要です。

※ 基本的にワクチンは住民票のある市町村（住所地）で接種します。住所地以外でのワクチン接

種については、裏面をご覧ください。

① 小金井市予約システムウェブサイト https://v-yoyaku.jp/132101-koganei

同封の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」をお読みの上、あら
かじめ「予診票」に必要事項を記入し、予約時間までに会場にお越しください。

３ ワクチン接種を受ける

直接予約 （外来受診時、電話など）③ お近くの指定医療機関

② 小金井市コールセンター 042-316-7666（9:00～17:00）

裏面もご覧ください

①接種券（このお知らせに同封されています）

②予診票（同上。必要事項をご記入ください）

③本人確認書類（健康保険証、運転免許証等）

④健康保険証（診察の必要が生じた際に必要です）

当日の

持ち物 +

※７月31日までは土日祝日も含む。



◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

◎ 住民票がある場所 （住所地） 以外での接種について

・やむを得ない事情がある場合には、住民票がある場所以外で接種することができます。

・入院・入所中の医療機関や施設での接種を希望する方 ➡ 医療機関や施設でご相談ください。

・基礎疾患があり、治療中の医療機関での接種を希望する方 ➡ 医療機関でご相談ください。

・お住まいが住所地と異なる方 ➡ 実際にお住まいの地域で接種を受けられる場合があります。厚生労働省の

ウェブサイト「コロナワクチンナビ」でご確認いただくか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い

合わせください。

・現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、

ワクチンを受けるかどうかお考えください。

・ワクチンの接種は強制ではありません。自らの意思で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、

接種が行われることはありません。

ワクチン詐欺にご注意ください！

・費用は無料です（全額公費）。市町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求める

ことはありません。

・警察庁によると、保健所や自治体の職員を装い、「高齢者を対象にワクチン接種ができます。」「それには

一時金が必要です。」などと金銭を要求する電話が確認されています。

お問い合わせ先 ※電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようにご注意ください。

官邸 コロナ ワクチン 検 索

厚生労働省ウェブサイト「コロナワクチンナビ」

接種券の再発行申請や、全国の接種可能な医療機関等の確認ができます。

サイトアドレス： https://v-sys.mhlw.go.jp

新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口（コールセンター）

☎ ０１２０ー７６１ー７７０ （9：00～21：00） ※土曜日、日曜日・祝日も実施

新型コロナウイルス感染症対策小金井市コールセンター

☎ ０４２－３１６－７６６６ （9：00～17：00） ※７月３１日（土）までは土曜日、日曜日・祝日も実施

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報

については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

① 新型コロナワクチン接種のお知らせ（この用紙です）
② 接種券
③ 予診票（必要事項をご記入ください）
④ 新型コロナワクチン予防接種についての説明書
⑤ 指定医療機関・集団接種会場一覧

同封書類
～ご確認ください～

◎ 医療機関に直接予約するには

・市内のかかりつけ医がワクチン接種を行っている場合には、医療機関で直接予約することができます。

外来受診時にご相談いただくか、お電話でご相談ください。

・ワクチン接種を実施している医療機関は、同封の指定医療機関一覧や予約システムウェブサイト、市ホー

ムページでご確認ください。 又は小金井市コールセンター（☎042-316-7666）にお問い合わせください。



小金井市内の指定医療機関・集団接種会場一覧(令和３年３月１７日時点)

　

１．指定医療機関
医療機関名 住所 電話番号 医療機関名 住所 電話番号

1 武蔵野中央病院（※) 小金井市東町1－44－26 0422-31-1231 25 介護老人保健施設小金井あんず苑（※) 小金井市前原町5－3－24 388-7511

2 菊地脳神経外科・整形外科 小金井市東町3－12－11 0422-31-1220 26 和田クリニック 小金井市本町1－6－2－112 381-1112

3 新こがねい呼吸器内科 小金井市東町4－8－13 登川ビル1F 380-9080 27 小金井太陽病院 小金井市本町1－9－17 383-5511

4 田中整形外科 小金井市東町4－16－21 388-4976 28 小金井ファミリークリニック 小金井市本町1－13－13 382-3633

5 さいとう医院 小金井市東町4－21－10 380-5510 29 むさし小金井診療所 小金井市本町1－15－9 382-9111

6 東小金井さくらクリニック 小金井市東町4－37－26 382-3888 30 はぎクリニック 小金井市本町1－18－3 ユニーブル武蔵小金井スイート203B 387-1603

7 うちやまクリニック 小金井市東町4－43－15 MKジェムズマンション1F 382-1715 31 こがねい耳鼻咽喉科クリニック 小金井市本町1－18－3 ユニーブル武蔵小金井スイート301 387-8176

8 東小金井クリニック 小金井市梶野町2－1－2　1F 0422-56-8630 32 浅沼整形外科 小金井市本町2－10－20 381-2606

9 久滋医院 小金井市梶野町4－5－7 383-2078 33 丸茂医院 小金井市本町2－12－1 383-2232

10 くろだ内科医院 小金井市梶野町4－11－13 0422-53-5666 34 小松外科胃腸科 小金井市本町2－20－20 381-3346

11 髙見澤整形外科クリニック 小金井市梶野町5－11－5　パピスプラザ205 401-1341 35 友利内科クリニック 小金井市本町3－10－13　フジビル1F 385-7101

12 やすたけ内科クリニック 小金井市梶野町5－3－6－101　 388-8880 36 久我治子クリニック 小金井市本町5－9－5 384-3461

13 もろほしクリニック 小金井市緑町1－6－54　 385-3341 37 小金井メディカルクリニック 小金井市本町5－15－9 栄ハイツエクシード2階 401-2938

14 かわべ内科クリニック 小金井市緑町2－2－1 エスポワール小金井１F 401-1860 38 武蔵小金井クリニック 小金井市本町5－19－33 384-0080

15 待山医院 小金井市緑町2－17－10 384-5421 39 ひらた循環器クリニック 小金井市本町5－40－3　 401-6157

16 山﨑内科医院 小金井市緑町5－12－17 381-1462 40 共立診療所 小金井市本町6－9－38 383-5111

17 石川クリニック 小金井市中町2－1－35　マ・メゾン21　1F 386-3386 41 共立整形外科 小金井市本町6－9－38 383-5115

18 宮本内科医院 小金井市中町3－7－4 381-2219 42 小金井つるかめクリニック 小金井市本町6－14－28－301 386-3757

19 小沢医院 小金井市中町4－12－1 381-8433 43 桜町病院 小金井市桜町1－2－20 383-4111

20 小金井リハビリテーション病院（※) 小金井市前原町1－3－2 316-3561 44 小金井橋さくらクリニック 小金井市桜町1－15－11 382-5101

21 小金井病院（※) 小金井市前原町4－4－47 381-1658 45 循環器内科クリニック　ひらおか 小金井市貫井北町1－24－15 316-1735

22 在宅24クリニック小金井（※) 小金井市前原町3－16－14－102 316-6746 46 くろだ内科クリニック 小金井市貫井北町3－27－7 386-7288

23 前原診療所 小金井市前原町3－17－1 381-1702 47 竹田内科クリニック 小金井市貫井南町5－20－13 381-6627

24 野村医院 小金井市前原町3－35－15 381-0987 （※)・・・自院患者のみ

●最新の情報を確認するには、市ホームページでご確認ください。又は小金井市コールセンターへ。（☎ 042-316-7666）

●ワクチン接種には予約が必要です。予約方法は、同封の「新型コロナワクチン接種のお知らせ」をご確認ください。

裏面もご覧ください



 ２．集団接種会場

■開設日時

木曜（9：00～15：00）

日曜（9：00～15：00）

※最終受付は14：00

■電話番号

042-316-7666（市コールセンター)

■交通

貫井北町５－１８－１８

ＪＲ武蔵小金井北口からバス

「小平団地」行き

バス停「学芸大正門前」下車すぐ

※なるべく公共交通機関をご利用

ください。駐車スペースが少なく、

駐車できない場合がございます。

■開設日時

水曜（9：00～15：00）

※最終受付は14：00

土曜（13：30～16：30）

※最終受付は15：30

■電話番号

042-316-7666（市コールセンター)

■交通

緑町３－３－２３

ＣｏＣｏバス北東部循環

バス停「桜町病院入口」下車

※駐車場はございません。

公共交通機関をご利用ください。

保 健 セ ン タ ー

② 問診・接種 ④ 接種済証

の交付

① 受付

本人確認、検温、

予診票・接種券の提出

③ 経過観察

１５分～３０分

４．当日の流れ

１ 体温を測る

３． 接種当日の注意事項

２ 服 装

３ 持ち物

４ その他

発熱（37.5度以上）がある場合には接種できません。会場にキャンセルの連絡をお願いします。

肩（上腕）を出しやすいように、半袖などの服の上に上着を着てご来場ください。

別紙のお知らせを確認。※接種券が無いとワクチン接種が出来ません。

北口

南口
小金井警察署

小金井市役所本庁舎

小金井市役所第二庁舎

案　内　図

JR武蔵小金井駅

新
小
金
井
街
道

小
金
井
街
道

連雀通り

小金井市保健センター

公 民 館 緑 分 館

◆接種可能であることを判断された上でご来場ください。基礎疾患等により、新型コロナワクチン接種を受けるかどうかお悩みの方は、

会場に来られる前に、必ずかかりつけ医等にご相談ください。

◆予約時間（＝受付開始時間）に会場にお越しください。時間になるまでは受付できません。

◆予約時間から３０分以上経過した場合にはキャンセルとなり、再度予約の取り直しになりますのでご注意ください。

◆接種後に１５分～３０分の経過観察を行います。時間に余裕をもってご来場ください。
【問合せ先】

新型コロナウイルス感染症対策

小金井市コールセンター

☎ ０４２－３１６－７６６６

（9：00～17：00）

※７月３１日（土）までは土曜日、

日曜日・祝日も実施



令和３年３月１５日  

 

市内介護事業所 各位 

小金井市福祉保健部介護福祉課  

 

市内介護事業所における新型コロナウイルス感染症 PCR 検査陽性反応者 

の判明について（第５報） 

 

平素より小金井市の福祉保健行政に御理解、御協力いただきお礼申し上げます。  

 標記の件につきまして、下記のとおり報告がありましたので情報提供いたします。  

各事業所におかれましては、引続き感染拡大防止のため、感染予防の徹底をお願いいた

します。また、陽性者が発生した際は、市役所への情報提供をお願いします。  

今後、市のホームページ上に掲載し、随時情報の更新を行います。  

 

記 

１ 事業所名等（サービス種別） 

  こころデイサービス東小金井（地域密着型通所介護） 

住所：東京都小金井市東町５－２４－９  

 

２ 経過（Ａ、Ｂ、Ｃは同一人物を示している）  

  ３月１０日 スタッフ１名発熱（Ａ） 

  ３月１１日 スタッフ１名発熱（Ｃ） 

  ３月１２日 利用者１名発熱、当日陽性判明（Ｂ）  

  ３月１３日 スタッフ１名陽性判明（Ａ、Ｃ） 

   

３ 人権尊重‧個人情報保護のお願い 

  介護事業所職員‧ご利用者、ご家族等の人権尊重及び個人情報の保護に特段の  

ご理解とご配慮をお願いします。  

 

４ 問合せ先 

介護福祉課 介護保険係（電話０４２－３８７－９８２２）  



令和３年３月１６日 

 

市内介護事業所 各位 

小金井市福祉保健部介護福祉課  

 

市内介護事業所における新型コロナウイルス感染症 PCR 検査陽性反応者 

の判明について（第６報） 

 

平素より小金井市の福祉保健行政に御理解、御協力いただきお礼申し上げます。  

 標記の件につきまして、下記のとおり報告がありましたので情報提供いたします。  

各事業所におかれましては、引続き感染拡大防止のため、感染予防の徹底をお願いいた

します。また、陽性者が発生した際は、市役所への情報提供をお願いします。  

今後、市のホームページ上に掲載し、随時情報の更新を行います。  

 

記 

１ 事業所名等（サービス種別） 

  こころデイサービス武蔵小金井（地域密着型通所介護） 

住所：東京都小金井市桜町１－１５－１２ 

 

２ 経過 

  ３月１６日現在 職員２名陽性判明  

   

３ 人権尊重‧個人情報保護のお願い 

  介護事業所職員‧ご利用者、ご家族等の人権尊重及び個人情報の保護に特段の  

ご理解とご配慮をお願いします。  

 

４ 問合せ先 

介護福祉課 介護保険係（電話０４２－３８７－９８２２）  


