
小金井市新型コロナ
ワクチン接種実施計画
（令和３年４月８日版）

※本資料は、令和３年４月１日時点の情報をもととした計画内容であり、
今後、国の通知やワクチンの供給状況により、内容を変更する場合があ
ります。



【小金井市総人口】 12万4千人《高齢者：2万8千人、その他一般：9万6千人（うち16歳未満：1万5千人）》
【接種率の想定】 約80％（R2年度高齢者インフルエンザワクチン接種率見込参照）
【接種会場】 市内医療機関：約50カ所、集団接種会場：保健センター他 数か所
【接種期間】 高齢者 医療機関での接種：令和3年5月10日頃～ 集団接種：令和3年5月12日頃～

基礎疾患のある方 令和3年7月頃～
その他の方 令和3年8月頃～

●個別医療機関で接種
市内約50医療機関で接種が可能です。近くの診療所、かかりつけ医などで安心して接種できます。

●集団会場で接種
かかりつけ医療機関がない方、働く世代の方などが受けやすいよう土・日も開設します。

●巡回診療で接種
特別養護老人ホームや有料老人ホーム等で嘱託医が接種します。
嘱託医が接種医でない場合は、市が調整し、接種医を確保します。

小金井市接種計画の特徴

新型コロナワクチン小金井市接種計画方針



ワクチン接種において本市がめざすもの

かかりつけ医や身近な医療機関で、
きめ細やかで安心なワクチン接種

○接種場所
* 身近な医療機関で安心して接種

○予約方法
* Webやコールセンター、かかりつけ医療機関で簡

単に便利に

○情報提供
* 問い合わせ窓口や市内医療機関などできめ細かに



ワクチン接種当面のスケジュール

高齢者への接種（65歳以上の方）

5月10日 市内指定医療機関での個別接種開始

5月12日 集団接種会場での接種開始

基礎疾患がある方（高齢者以外）の接種（接種開始時期未定）

高齢者施設などの従事者への接種（接種開始時期未定）

（4月19日）
高齢者への
接種券送付

（時期未定）
高齢者以外への

接種券送付

（4月23日）
高齢者向け
予約開始

（時期未定）
高齢者以外
予約開始

60歳～64歳の方への接種（接種開始時期未定）

その他の方の接種
（接種開始時期未定）

①医療従事者等 ※都が実施
②高齢者 【予定】 ７月末で接種完了
③一般の方 【予定】 令和４年２月末で接種完了

※ 接種時期や優先順位などは、国が決定するワクチン供給量によって変更となる可能性あり。
詳細は、決まり次第、市ホームページなどで随時お知らせ。



想定する接種数

【接種対象外】

16歳未満 約1万5千人

接種見込数 約8万7千人（約17万4千回）
・高齢者（65歳以上） 約2万2千人（約4万4千回）

・高齢者以外（16～64歳） 約6万5千人（約13万回）

高齢者 高齢者以外

想定接種率
80%

参考：R2年度高齢者イン
フルエンザ接種見込み

接種回数

（想定）
令和4年2月末までに接種完了 単位：千回

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計 割合

医療機関 8.1 10.8 13.5 10.8 13.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 116.7 66.8％

集団会場 2.31 3.3 6.61 7.05 6.72 7.16 6.03 6.28 6.28 6.28 58.02 33.2%

合
計

10.41 14.1 20.11 17.85 20.22 19.16 18.03 18.28 18.28 18.28 174.72 100.0％

本市人口 約１２万4千人
・高齢者（65歳以上）約2万8千人

・高齢者以外（16～64歳） 約８万１千人
合計約10万9千人

（R3.1.1現在人口）



区分 場所 箇所数 実施日 予約先

個別
接種

医療機関
（診療所など）

約50か所
各医療機関の
診療日・時間

予約システム

コールセンター

指定医療機関集団
接種

市施設
（保健センター、
公民館、学校など）

2～3か所 水・木
土・日

ワクチン接種体制

○かかりつけ医など身近な医療機関での「個別接種」

* 近くの診療所などで安心して接種できる

○市内特設会場での「集団接種」

* 働く世代などが受けやすいよう土・日も開設



○身近な医療機関で接種が可能

○市が委託した業者が、ワクチンを配送

ディープフリーザー

８台配置（予定）

+独自保持医療機関２台
基本型施設

①個別接種
（医療機関）

身近なかかりつけ医で
接種でき、高齢者も安心

②集団接種
（地域会場）

水・木・土・日開設
（一部会場を除く）

メーカー
倉 庫

※ワクチンの品質保持のため、冷凍に
よる配送を目指す。

ワクチンの分配・接種体制

市の委託業者

による配送

ワクチンと併せて配送するもの
●関係書類（添付文書、

接種シール等）
●希釈用生理食塩水
●希釈用注射針、シリンジ
●接種用注射針、シリンジ



事前周知から接種までの流れ（高齢者）

1.事前周知
＜3月1日～＞

市報、市ホームページ、Twitter等で市民に周知
※市コールセンター開設

2.接種券等の発送
＜4月19日＞

接種券やお知らせを対象の高齢者（約2万8千人）に送付

3.ワクチンの配分
①ワクチン配当を受け、基本型施設にワクチンメーカーから直送
②基本型からサテライト型へ小分けにし、配送（市が配送委託）

4.接種会場・予約
方法の周知

市報、市ホームページ、コロナワクチンナビ等で市民に周知

5.予約開始
＜4月23日＞

市予約システム、市コールセンター、指定医療機関で予約

6.接種（1回目） 予約した日時・会場にて接種

7.接種（2回目） 原則、1回目と同じ医療機関・会場で接種



高齢者の入所施設での接種

施設に医師などがいる場合

○入所者に対するワクチン接種

嘱託医やかかりつけの訪問医が
施設を訪問して接種

施設に医師やかかりつけ医が
いない・接種医でない場合

市が調整し、接種医を確保し
て接種

○訪問診療を受けている方に対するワクチン接種

訪問診療を受けている患者へのワクチン接種は、原則、その主治医が
行う。

市内高齢者施設等入所者数 約1,000人



集団接種 地域会場（想定）

○期間：令和3年5月～令和4年2月の
水・木・土・日

○時間：水・木・日 8:45～15:00
土のみ 13:15～16:30

○会場：保健センター、公民館緑分館
（7月以降は小学校も予定）

○接種人数：1か所あたり 1日約220回
（土曜日はその半数）

○1か所あたり必要スタッフ数

・医師： 2名

・看護師：4名

・薬剤師：2名

・事務 ：約20名

（設営・撤去・運営含む）

接種の流れ

接種ブース

予診票記入、受付

集団接種会場
1か所あたりの
接種回数 内訳

1人あたりの
所要時間

1時間あたりの
接種回数

1日あたりの
接種回数

約3分 約20回×2レーン 約220回（※）

接種体制
（小学校を除く）

接種後の
状態確認ブース

事

看

看

看

看

事 事

相談

接種済票発行

事

事

看

医

接種ブース

事

看

医

事事

事

接種待機

2

回
目

予
約
受
付

事

看

薬液充填
薬 薬

※ 最後の30分は経過観察
を行うため、接種はしない。

※ 土曜日はその半数



新型コロナワクチンに関する相談・広報体制

市民からの問合せ・相談

●ワクチン接種全般
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 ３月1日開設済み
☎：０４２－３１６－７６６６
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎：０１２０－７６１７７０

●接種後体調に異常があるとき
東京都新型コロナワクチンコールセンター
☎：０３－６２５８－５８０２

市民への周知・広報

●市報（4/15号・6/15号にワクチン特集を予定。その他の号にも随時掲載）
●市ホームページ
●広報掲示板
●市政だより
●市公式Twitter 他、SNS活用を検討中



市内接種会場一覧（高齢者接種）

民からの問合せ・相談

【別添資料】

※医療機関への直接のお問い合わせは、予約が
開始される4/23以降でお願いいたします。

印は基本型接種施設（令和3年4月1日現在）

１．指定医療機関
医療機関名 住所 医療機関名 住所

1 武蔵野中央病院 小金井市東町1－44－26 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

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

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 27 小金井太陽病院 小金井市本町1－9－17

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

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

6 東小金井さくらクリニック 小金井市東町4－37－26 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

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 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

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

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

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

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 35 友利内科クリニック 小金井市本町3－10－13　フジビル1F

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

13 もろほしクリニック 小金井市緑町1－6－53 うさぎビル　 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

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 38 武蔵小金井クリニック 小金井市本町5－19－33

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

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

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

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

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

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 44 小金井橋さくらクリニック 小金井市桜町1－15－11

21 小金井病院（※) 小金井市前原町4－4－47 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

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

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

24 野村医院 小金井市前原町3－35－15 （※)・・・自院患者のみ

２．集団接種会場
会場名 住所

1 保健センター 貫井北町５－１８－１８

2 公民館緑分館 緑町３－３－２３

●4月1日現在の情報です。最新の情報は、市ホームページでご確認ください。


