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福生市新型コロナウイルス感染症に係る予防接種実施計画 

第１ 趣旨 

この計画は、国が作成した予防接種法(昭和23年法律第68号)第29条の規定

により第一号法定受託事務とされている新型コロナワクチン（以下「ワクチ

ン」という。）に係る特例的な臨時接種に係る国、都道府県及び市町村（特

別区を含む。）の事務その他の事項を総合的に示すものであり、当該内容に

ついては地方自治法第245条の９に基づく処理基準である「新型コロナウイ

ルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」（以下「手引き」とい

う。）の規定に基づきワクチンの接種を円滑に行うために必要な作業内容及

び手順並びに作業に必要な資源等を明確にするものとする。 

第２ ワクチン 

この計画に用いるワクチンは、令和３年２月17日付け、福生市告示第27号

（別紙１）において公告したものとする。 

第３ 接種対象者数 

この計画によるワクチンの接種対象者数は、次のとおり算定する。 

区分 算定方法（四捨五入） 対象者数 

医療従事者等 総人口の３％ 1,711人 

高齢者 
令和２年住民基本台帳年齢階級別人口

の65歳以上の者の合計 
15,265人 

基 礎 疾 患 を

有する者 

 総人口の6.3％（20歳～64歳の場合） 

 総人口の4.9％（20歳～59歳の場合） 
2,794人 

高 齢 者 施 設

等の従事者 
 総人口の1.5％ 855人 

6 0歳から64

歳の者 

 令和２年住民基本台帳年齢階級人口別

の60歳～64歳の者の合計 
3,611人 

上 記 以 外 の

者 

 総人口から高齢者、医療従事者等、基

礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事

者、60歳～64歳の者を除いた人数 

32,788人 

（ 1 6歳以下

を 除 い た 場

合） 

 上記対象者から、16歳以下（6,719人）

を除いた人数（手引きに規定されていな

い算定方法） 

（26,069人） 

合計  57,024人 
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第４ 接種体制 

福生市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部設置要綱（令和３年２月

５日決定）に規定する実施本部により総合調整等を行うほか、全庁的に必要

な体制を整えるとともに、封入作業、会場設営、予約受付その他の外部への

委託することが可能と認める業務については、その検討を行う。 

第５ 作業内容 

作業の内容は、手引きその他の国及び東京都の定めるところによるものの

ほか、次のとおりとする。 

１ 医療機関等との委託契約、接種費用の支払 

福生市医師会等と連携し、市民に対する円滑なワクチンの接種を実施す

るために必要な医療機関等を確保し、接種を行った医療機関等に対して接

種費用の支払を行う。この場合において、市民が住民票所在地外に所在す

る接種実施医療機関等で予診や接種を受けたときは、国民健康保険団体連

合会より請求を受け、支払を行う。ただし、別途支払方法を定めた場合は、

この限りでない。 

２ 医療機関以外の接種会場の確保等 

医療機関以外の接種会場を次のとおり設置する。 

(１) 名称 集団接種会場 

(２) 所在地 福生市武蔵野台一丁目８番地７ 福生地域体育館内 

(３) 会場責任者 市長が定める市職員 

(４) 会場責任医師 担当する医療機関の責任者等 

(５) 開設時間 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

 12:30 

～16:30 

8:30 

～12:30 

8:30 

～12:30 

12:30 

～16:30 

8:30 

～12:30 

8:30 

～12:30 

 17:00 

～21:00 

13:00 

～17:00 

13:00 

～17:00 

17:00 

～21:00 

13:00 

～17:00 

13:00 

～17:00 

※ワクチンの供給状況等により、開設時間は、必要に応じて変更する。 
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(６) 医療従事者等 市が雇用する医療従事者又は市と接種委託契約を締

結する団体 

(７) 接種回数 医師１人当たり１時間につき約20回 

(８) 設置する消耗品等 

№ 品名 

１ 非接触型体温計 

２ 手指消毒剤カネパス 

３ 体温計 

４ 使い捨て手袋 

５ 木製舌圧子（滅菌済） 

６ 聴診器 

７ 白色ＬＥＤアルカプッシュライト 

８ シリンジ（針付き） 

９ エタノール消毒綿（アルワッテ） 

10 ワンショットプラスヘキシジン 

11 ディスポトレー 

12 ソフトサージカルマスク 

13 デイスポフェイスシールド 

14 医療廃棄物容器 

15 インジェクションバンソウコウ 

16 スタンプ台 

17 日付スタンプ 

18 ポータブル型蘇生器 

19 気管挿管セット 

20 電子血圧計（エレマーノ２） 

21 輸液セット（テルフュージョン） 

22 生理食塩水 

23 エピペン（エピネフリン） 

24 アドレナリン（ボスミン） 

25 キシロカインゼリー 

26 ドーナツ枕 

27 ディスポ容器（紙製膿盆） 

28 ＪＵＳＴイルリガートルスタンド 

29 感染症防護キット 

30 ゴミ袋 

31 ウエットシート 

32 ペーパータオル 

33 ボールペン 

34 その他 
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(９) 安全性の確保 接種の可否に疑義がある場合は、慎重な判断を行う

ため、内容に応じた専門性の高い医療機関等を紹介する。 

３ 市民への接種勧奨、情報提供及び相談受付 

市民へ接種の勧奨を行うとともに、必要に応じ未接種者に対し個別に勧

奨通知を送付する。 

また、市民へ接種に関する接種対象者、接種期間、接種場所などの情報

を、積極的に提供するとともに、次に掲げる相談受付窓口において相談を

受け付ける。 

(１) 名称 福生市新型コロナワクチン接種コールセンター 

(２) 電話番号 0570-062500 

(３) 設置期間 令和３年３月１日（月）から９月30日（木）まで 

※事業の進捗状況により、期間を延長する可能性がある。 

(４) 開設日時 午前８時30分から午後５時15分まで（月曜日から土曜日

まで（祝日を除く。））  

(５) 多言語対応 ベトナム語・中国語・ネパール語・タガログ語・スペ

イン語・韓国語・タイ語・英語・ポルトガル語について、通訳者を設置

し対応する。 

４ 高齢者施設の入所者等への接種体制の構築 

東京都の協力を得ながら、市内の高齢者施設を把握し、その上で、高齢

者施設に対して、接種体制等の説明を行う。 

また、高齢者施設の入所者の接種場所を把握するとともに、介護保険施

設の嘱託医等が、接種実施医療機関に該当しない場合は、市が福生市医師

会と相談し、接種医の調整を行う。 

５ 健康被害救済の申請受付及び給付 

接種を受けたことによると考えられる健康被害が生じた場合、健康被害

救済給付の申請を受け付け、福生市予防接種健康被害調査委員会条例（昭
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和55年条例第24号）の規定に基づき、市が設置する「福生市予防接種健康

被害調査委員会」にて必要な調査を実施し、国に進達する。進達を受けた

国が、当該接種による健康被害と認定したときは、救済給付を行う。 

６ 新型コロナワクチン等の割り当て 

都から割り当てられたワクチンを市内接種実施医療機関、集団接種会場

に割り当てるものとし、冷凍ワクチンを接種実施医療機関、集団接種会場

に冷蔵移送を行う際は、専用の保冷バッグ等を使用して、市が責任をもっ

て選定した移送業者により移送する。 

また、ファイザー社製のワクチン保管については、国から譲渡されるマ

イナス75℃の超低温冷凍庫にて行い、設置場所は次に掲げるとおりとする。 

なお、詳細な設置場所については防犯上の観点から非公表とし、必要に

応じて、設置場所は変更できる。 

(１) ２月譲渡分 公立福生病院 

（管理責任者及び責任医師については、公立福生病院が定める。） 

(２) ４月、５月及び６月譲渡分 福生市役所本庁舎 

（管理責任者は市職員、責任医師は医師とし、市長が定める。） 

７ 接種記録の管理 

市民が予診や接種を受けた場合は、その記録を電子データに登録し、管

理するものとする。 

８ その他 

その他必要な事項は、福生市医師会、接種実施医療機関等と協議を行い、

別に定めるものとする。 
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福生市告示第27号 

 予防接種法（昭和23年法律第68号）附則第７条第1項の規定により、福生市

が実施する令和２年度新型コロナウイルスワクチンの接種について、予防接種

法施行令（昭和23年政令第197号）第５条の規定により、別紙のとおり公告す

る。 

  令和３年２月17日 

                  福生市長 加 藤 育 男  □印  

  

別紙１ 
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予防接種 

１ 予防接種の種類  

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）

（令和３年２月14日にファイザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第14条の承

認を受けたものに限る。） 

２ 対象者の範囲 福生市内に居住する16歳以上の者 

３ 接種期間 令和３年２月17日から令和４年２月28日まで 

４ 接種回数 ２回 

５ 接種費用（自己負担金） 自己負担金を徴収しない。 

６ 接種場所 厚生労働省、都道府県及び区市町村が公表する受託医療機関等 

７ 接種不適当者 

(１) 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接

種を行う必要がないと認められる者 

(２) 明らかな発熱等と呈している者 

(３) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

(４) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを

呈したことが明らかな者 

(５) 上記に該当する者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある

者   

８ 接種要注意者 

(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

疾患を有する者 

(２) 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のア

レルギーを疑う症状を呈したことがある者 

(３) 過去にけいれんの既往のある者 

(４) 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症

の者がいる者 

(５) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれの

ある者 

 


