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主な改訂内容（第２版） 

項目 改訂内容 

【５】接種対象者 ・人口等の更新 

【６】接種体制 
・薬事承認の状況を更新 

・接種実施医療機関数を更新 

【７】ワクチンの出荷時期 ・実績を記載 

【８】接種券の発送日及び接種開始日 ・高齢者に次ぐ優先順位の者を追加 

【９】接種完了時期 ・項目追加 

【10】余剰ワクチンの廃棄防止 ・項目追加 

 

 

主な改訂内容（第３版） 

項目 改訂内容 

【２】基本的な考え方 
・集団接種の実施に関する考え方 

を追加 

【３】計画期間 ・実施期間の変更 

【５】接種対象者 
・追加接種の開始に伴い優先順位 

の撤廃 

【７】ワクチンの出荷時期 
・中長期的な出荷計画が示されて 

いないため項目削除 

【７】使用するワクチン ・項目追加 

【８】接種券の発送日及び接種開始日 
・「【８】追加接種の実施体制」に 

項目変更 

【９】接種完了時期 ・追加接種の完了時期を追加 
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主な改訂内容（第４版） 

項目 改訂内容 

【５】接種対象者 
・小児（満５歳から 11歳の者）を 

追加 

【６】接種体制 ・接種実施医療機関数を更新 

【７】使用するワクチン ・小児用ワクチンを追加 

【９】接種完了時期 ・小児を追加 

 

 

主な改訂内容（第５版） 

項目 改訂内容 

【５】接種対象者 

・対象者数の変更 

※ 従来は令和３年度末年齢を対象者数とし

ていたが、東京都集計（令和４年３月より

市町村別接種率の公表を開始）と突合さ

せるため変更 

【８】追加接種の実施体制 
 ・対象者の年齢を変更 

※ 満 18歳以上→満 12歳 

 

 

主な改訂内容（第６版） 

項目 改訂内容 

【７】使用するワクチン 
・薬事承認されているワクチンを変更 

・清瀬市で使用するワクチンを変更 
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【８】追加接種の実施体制 
 ・追加接種の間隔を５か月に短縮 

・第二期追加接種を追加 

【９】接種完了時期 ・第二期追加接種を追加 

【13】相談受付体制 ・コールセンター住所を変更 

 

主な改訂内容（第７版） 

項目 改訂内容 

【８】追加接種の実施体制 

・第二期追加接種の対象者に、「18歳以上 60

歳未満の医療従事者等及び高齢者施設等の

従事者」を追加 

【９】接種完了時期 

・第二期追加接種の住民区分に、「18 歳以上

60 歳未満の医療従事者等及び高齢者施設等

の従事者」を追加 

 

主な改訂内容（第８版） 

項目 改訂内容 

【７】使用するワクチン 

・表を追加 

・第一期追加接種に５歳から 11歳を

追加 

・令和４年秋開始接種を追加 

【８】追加接種の実施体制 ・【８】接種区分別実施体制に改める 

【９】接種完了時期 

・第一期追加接種に５歳から 11歳を

追加 

・令和４年秋開始接種を追加 

【10】余剰ワクチンの廃棄防止 ・具体策を追加 
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主な改訂内容（第９版） 

項目 改訂内容 

【５】接種対象者 
・乳幼児（生後６か月から４歳の

者）の人数を追加 

【７】使用するワクチン 

・初回接種の対象者に、生後６か月か

ら４歳を追加し、使用するワクチン

に、ファイザー社生後６か月から４歳

用を追加 

【８】接種区分別実施体制 
・初回接種のうち生後６か月から４

歳の実施体制を追加 

【９】接種完了時期 
・初回接種のうち生後６か月から４

歳の接種完了時期を追加 

 

 

【１】計画の目的 

この計画は、予防接種法（昭和 23年法律第 68号）附則第７条の特例規定

に基づき実施される新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を、清瀬市に

おいて円滑に実施するための必要事項を定める。 

なお、計画の内容については、令和４年 10月 24日現在（以下「現在」と

いう）で想定するものを記載しており、必要に応じて計画内容の変更を行う

こととする。 

 

 

【２】基本的な考え方 

本計画策定にあたっての基本的な考え方は以下のとおりである。 

（１）十分な接種体制を確保するため、清瀬市医師会及び市内医療機関等

と協議・連携する。 

（２）接種体制の在り方として、特設会場における接種（集団接種）の体

制確保と、医療機関での接種（個別接種）を中心とした体制確保が想

定されている。 

清瀬市は、市内に多くの病院、診療所が所在している特性があり、

市民にとって身近にある地域の医療機関での接種が可能であることか

ら、医療機関での個別接種を中心とした接種体制を整備する。 

ただし、個別接種を担う医療機関の負担軽減及び接種体制の強化の

ため、適時に特設会場での集団接種も実施する。 
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（３）市は、本予防接種の実施にあたり、国が示す接種実施期間内に、希

望者全員が接種を受けられるよう必要な接種体制を構築する。 

（４）安全・安心な接種を行うためには、接種希望者自身も、自らの健康

状態の把握に努めるとともに、接種の可否の判断を正しく行う必要が

ある。市は、そのために必要な知識や情報を積極的に発信する。 

 

 

【３】計画期間 

令和３年２月 17日から令和５年３月 31日まで 

（国が定める特例臨時接種実施期間） 

 

 

【４】本計画の対象者 

本計画の対象者は、原則として清瀬市の住民基本台帳に記録されている者

とする。それ以外の者で本市において接種を希望する者に対しては、別途個

別に対応することとする。 

 

 

【５】接種対象者 

  本計画における接種対象数は以下のとおりである。 

区分 人数 

高齢者（満 65歳以上） 21,039人 

満 12歳から 64歳の者 47,057人 

小児（満５歳から 11歳の者） 4,251人 

乳幼児（生後６か月から４歳の者） 2,249人 

合  計 74,596人 

※満 12 歳以上人口は総務省「令和４年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）」より算出 

※小児人口は令和４年１月１日清瀬市住民基本台帳人口 

※乳幼児人口は令和４年 10 月 24 日を基準日として住民基本台帳より算出 
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【６】接種体制 

市は、市内医療機関と連携し、接種実施医療機関の確保に努める。 

  接種実施医療機関とは、市内医療機関のうち、新型コロナワクチン接種の

集合契約に参加した医療機関のことである。現在 30か所確保しており、引

き続き接種実施医療機関の充実に努めることとする。 

 

 

【７】使用するワクチン 

市において使用するワクチンは次の表のとおりとする。 

なお、単一の接種会場において２種類のワクチンを使用することが認めら

れているが、異なるワクチンの混同によって生じうる接種事故防止のため、

１会場につき１種類のワクチン使用を原則とし、それが出来ない場合にも、

ワクチンの種類によって実施する曜日・時間帯を分離するなど事故防止に努

める。 

接種区分 対象者 使用するワクチン 

初回接種 

12歳以上 

・ファイザー社 

・モデルナ社 

※１回目と２回目は、同

一のワクチンを使用す

る。 

５歳から 11歳 
・ファイザー社５歳から

11歳用 

生後６か月から４歳 
・ファイザー社生後６か

月から４歳用 

第一期 

追加接種 

12歳以上 

・ファイザー社 

・モデルナ社（18歳以

上） 

※交互接種をすることが

できる。 

５歳から 11歳 
・ファイザー社５歳から

11歳用 

第二期 

追加接種 

下記のいずれかに該当する者 

・60歳以上の者 

・18歳以上 60歳未満で基礎疾

患を有する者、その他重症化リ

・ファイザー社 

・モデルナ社 

※交互接種をすることが

できる。 
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スクが高いと医師が認める者 

・18歳以上 60歳未満の医療従

事者等及び高齢者施設等の従事

者 

令和４年秋 

開始接種 

12歳以上の初回接種を完了した

全ての者 

・ファイザー社オミクロ

ン株対応２価ワクチン 

・モデルナ社オミクロン

株対応２価ワクチン（18

歳以上） 

 

 

【８】接種区分別実施体制 

初回接種のうち 12歳以上については、現在すでに接種希望者の大多数が接

種を完了していることから、実施医療機関を限定して実施する。初回接種の

うち５歳から 11歳については、市内の小児科で継続して接種できるようにす

る他、集団接種会場を設ける。初回接種のうち生後６か月から４歳について

は、令和４年 11月 19日より市内の小児科及び集団接種会場での接種を開始

する。 

第一期追加接種のうち 12歳以上について、及び第二期追加接種について

は、令和４年秋開始接種に移行する。第一期追加接種のうち５歳から 11歳に

ついては、市内の小児科で接種できるようにする他、集団接種会場を設け

る。 

令和４年秋開始接種については、市内医療機関の協力による個別接種を主

として実施し、必要に応じて集団接種会場を設ける。 

 

 

【９】接種完了時期 

  市は、具体的な接種完了時期を設定し、希望する全市民のワクチン接種が早

期に完了するよう努める。 

接種区分  住民区分 接種完了時期 

初回接種 

接種を希望する 65歳以上の高

齢者 
令和３年７月末まで 

接種を希望する 12歳以上の全

市民 
令和３年 11月末まで 
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接種を希望する５歳から 11歳

の小児 
令和４年９月末まで 

接種を希望する生後６か月か

ら４歳の乳幼児 
令和５年３月末まで 

第一期追加接種 

令和３年８月末までに 

初回接種を完了した高齢者 
令和４年２月末まで 

上記以外の 12歳以上の者 令和４年９月末まで 

初回接種を完了した５歳から

11歳の小児 
令和５年３月末まで 

第二期追加接種 

下記に該当する者 

・60歳以上の者 

・18歳以上 60歳未満で基礎疾

患を有する者、その他重症化

リスクが高いと医師が認める

者 

・18歳以上 60歳未満の医療従

事者等及び高齢者施設等の従

事者 

令和４年９月末まで 

令和４年秋開始

接種 

12歳以上の初回接種を完了し

た全ての者 
令和５年３月末まで 

 

 

【10】余剰ワクチンの廃棄防止 

市及び接種機関は、次に例示するように余剰ワクチンの廃棄を防止するための策を

講じるものとする。 

① 有効期限の短いワクチンから先に接種できるよう在庫を適切に管理する。 

② 余剰ワクチンについては、市内の接種機関で融通することができるほか、東京都を

通じて他市への融通を希望する。 

③ 接種予定者の当日キャンセルや体調不良等により、余剰となった希釈済みワクチン

が発生した際は、当日予約していない者（接種対象者に限る）に対して、接種機関の

判断により接種を行うことができる。 
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【11】接種環境の向上 

市は、接種会場への移動に配慮を要する者に対して必要な支援を行い、接

種環境の向上に努める。 

医療機関が少ない地域においては公共施設を接種会場として使用して利便

性向上を図るほか、公共交通機関が利用できない地域への送迎バスの運行な

ども幅広く検討する。 

また、要介護者等に対しては、入所施設内での接種や訪問診療による接種

などが可能であるか検討する。 

 

 

【12】情報提供及び相談受付体制 

市は、市民に対して新型コロナワクチン接種に関する情報を市報、市ホー

ムページ、市ＳＮＳなど各種媒体を活用して積極的に発信する。 

 

 

【13】相談受付体制 

新型コロナワクチン接種に関する相談、接種券に関する問い合わせに対応

するため、相談内容に応じて市、都及び国の相談窓口を案内する。 

 

・清瀬市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター 

  開設時間：平日の午前９時から午後６時（窓口は午後５時まで） 

  場  所：清瀬市コミュニティプラザ３階 

  電話番号：042-497-1507 

  相談内容：接種会場の案内、予約受付、接種券の再発行 等 

 

・東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター（専門相談） 

開設時間：24時間対応（土日祝日含む）  

  電話番号：03-6258-5802 

  相談内容：接種後の副反応など、医学的知見を要する専門相談 

 

・厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

  開設時間：午前９時から午後９時（土日祝日含む） 

電話番号：0120-761770 

相談内容：コロナワクチン施策の在り方などに関する問い合わせ 

  対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、

タイ語、ベトナム語 
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【14】副反応等に対する対応方法 

 軽微な副反応（疑い含む。）については、東京都新型コロナウイルスワクチ

ン副反応相談センターでの相談で解決を図ることとなるが、症状が重い場合

は、接種医または主治医への相談を案内する。 

  極めて稀ではあるが、重篤な健康被害（病気や障害など）が生じる場合が

あり、市は救済給付（医療費や障害年金等の給付）の申請を受付ける。 


