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アンケート概要

〇実施目的

 国は、感染者全体に占める小児の割合が増えていることから小児接種を進めているが、全国的にその接種率は、大人のものと
比較して高くない。

 小児接種について「様子を見たい」と考える保護者が一定数いることから、保護者の不安を解消し、判断に資するデータを提
供することを目的に、すでに２回接種を終えたお子様の保護者に対し、無記名による接種後の子どもの様子や接種に関するア
ンケートを実施するもの。

〇対象者について

 対象者 小児接種を既に２回受けた子ども及びその保護者

 対象者数 391人

〇期間について

 送付日 令和４年４月28日

 回答期限 令和４年５月13日

〇回答数について

 回答数 合計202件（回答率 51.7％）

 回答内訳 日本語189件、英語7件、やさしい日本語6件

〇回答形式について

 氏名 無記名

 回答 任意回答

 方法 WEB上のアンケートフォーム



問１ お子様のワクチン１回目接種日時点の年齢を教えてください
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問２ 福生市における小児接種開始をどちらの媒体で知りましたか
（複数回答可）

その他回答：知人からなど
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45%

接種券の到達
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市ホームページ

10%

その他

2%

広報ふっさ 接種券の到達 市ホームページ その他



問３、問６ 接種後に副反応と思われる症状はありましたか①
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問３、問６ 接種後に副反応と思われる症状はありましたか②
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【その他回答】
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脇の下の痛み、気分の悪さ、腹痛など。
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１回目 ２回目

問４、問７ 副反応と思われる症状はいつ出現しましたか
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問５、問８ 副反応と思われる症状で、解熱鎮痛剤は内服しましたか
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問９ 小児接種について、不安はありましたか
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問10 今後、小児接種の３回目接種が行われる場合、接種を希望しますか
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〇副反応に関すること（主な意見）

 副反応の症例について

 同世代の子どもの副反応の確率について

 ３回目接種時の副反応の強さについて

 副反応が重篤だった場合の回復経過と、その後の日常生活について

問11 問10で「様子を見て問題がなければ接種したい」と回答された方は、
接種に向けてどのような情報を必要としますか

〇ワクチンの安全性に関すること（主な意見）

 ワクチンを接種したことによる影響について

 命に関わる重篤な副反応について

 安全性の関するデータやエビデンスについて

〇その他（主な意見）

 国外の接種状況について

 身近な人の反応や接種率について

 最新の感染者数や重症化率について

〇抗体や効果に関すること（主な意見）

 ２回接種した場合と３回接種した場合の感染率について

 ２回目接種した場合と比較して、どのような効果があるのか

 接種後の抗体期間について

 ワクチン接種後に感染した場合の後遺症の確率について



問12 問10で「接種を希望しない」と回答された方は、３回目接種を希望しない
理由を教えてください（複数回答可）
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問13 その他、小児接種全般や福生市における小児接種会場等、ご意見が
ございましたらご記入ください

〇よかった点（一部抜粋）

 小児科医の先生が対応してくれたので安心できた

 予約制で混雑もなく、スムーズに接種できた

 先生が子どもにわかりやすく説明してくれた

 スタッフが丁寧な対応をしてくれた

 子供と横並びで待機できてよかった

 丁寧な体制の予防接種会場を用意してくれて感謝している

〇改善してほしい点（一部抜粋）

 周りで受けている人が少ないので、接種後の体調などの情報をお知らせしてほしい

 大人の接種会場に比べて会場が狭かったので、もっと広い会場でやってほしい

 接種する担当医を待機スペースから表記してもらえると安心できる

 体重を聞かれたが何に反映されるかわからなかった。事前に聞くことを教えてほしかった

〇その他（一部抜粋）

 いくら接種しても、周りの接種率が低ければ自分の子どもも感染してしまう可能性があるため、もっと多くの子ども
に接種してもらうように働きかけてほしい

 土日に副反応が出ても家で様子が見れるため、金曜日に接種できると助かる

 市から送られてきた書類がわかりづらい。もっと明確に書いてほしい

 多くの子どもが接種してくれると良いと思う



番号 回答文をそのまま記載

1 3回目接種で強い副反応があるのか？大人は3回目接種で高熱の副反応があったと聞いたので。

2 本当に効果があるのか、必要なのか

3 どんな情報でも、、

4 どんな情報でも、、

5 安全性、接種率など

6 同年代の子どもの副反応の割合や3回目接種した事での効果の度合い。大人よりも少量なので効果はどの程度あるものなのか

7 同世代による、副反応及び的確な有効性

8 副反応。2回接種での感染率。

9 コロナの感染状況による

10 受けた身近な人の反応。

11 副反応

12 お姉ちゃんが腕の痛みがあったため

13 腕の痛みを訴えていたので本人の意志も考慮してから接種するか考えたい

14 小児におけるワクチン接種に関する影響について

15 小児におけるワクチン接種に関する影響について

16 副反応

（参考）問11 問10で「様子を見て問題がなければ接種したい」と回答された方は、
接種に向けてどのような情報を必要としますか



番号 回答文をそのまま記載

17 絶対的に安全かの情報がほしいです。

18 十分な量のデータ、科学的エビデンス

19 安全性。重症副反応など命に関わる件の情報公開。

20 ワクチンの効果や、長い目で見た時にワクチンによる悪影響がないのかどうか

21 摂取におけるメリットとデメリット。また、可能性のある副作用の症状例。

22 副反応の様子

23 副反応の具合

24 子どもの副反応がどーゆーもので、確率的にどのくらいか、重い症状がてる可能性の有無など

25 副反応の統計

26 他の接種者の副反応の様子

27 身体に異常をきたす事例がない事を確認できたら

28 信頼できる量のデータ、エビデンス

29
小児2回目接種から重症予防効果がどのぐらいの期間で減弱してしまうのか、感染予防にはあまり期待していませんので
その点が気になるところです。大きく下がらないのであれば、3回目はしばらく開けてもいいのかもと考えています

30 副反応について

（参考）問11 問10で「様子を見て問題がなければ接種したい」と回答された方は、
接種に向けてどのような情報を必要としますか



番号 回答文をそのまま記載

31 3回目の副反応

32 3回目を打った子達の接種後が知りたい。２回の接種後と同じ感じなら、３回目も受けさせたい

33 子供の罹患状況及び副反応の状況

34 副反応の情報。

35 副反応の詳細。接種期間が大人と同じ間隔で問題ないのか？

36 一回目二回目より痛み強くなるのか

37 他の国での実施について

38 私が3回目で初めて熱が出たので、そういう事があるのか。

39 Twitterや市からのお知らせ、周りの人の話し

40 安全性と抗体。

41 副反応

42 副反応の状態

43
子供がワクチン接種後の感染状況やワクチン接種後の感染の後遺症の有無、後遺症がある場合はどんなものか等。ワクチン
接種しない場合の後遺症の状態を知りたいです。

44 服反応の情報や接種をした場合の効果等

（参考）問11 問10で「様子を見て問題がなければ接種したい」と回答された方は、
接種に向けてどのような情報を必要としますか



番号 回答文をそのまま記載

45 効果、副反応

46 効果があるのか

47 このアンケートの結果を広報に載せて欲しい

48 3回目の効果が確実にあるのかどうか、あるならば2回に比べてどのくらい高いのか、というデータがほしいです。

49
重篤な副反応が出た割合と、どのような症状が出たのか。重篤な副反応が出た子達はその後問題なく日常生活が送れるほ
ど回復したのかどうか。

50 感染者の重症化があまりなければ、3回目は受けても受けなくてもいいのかな？と検討中

51 副反応の種類 期間、 接種後の抗体期間など。

52 感染者の数や重症化のリスクなど。

（参考）問11 問10で「様子を見て問題がなければ接種したい」と回答された方は、
接種に向けてどのような情報を必要としますか



番号 回答文をそのまま記載

1 とても親切で良かったです。入口の近くで誘導してくださったおじさんは優しい方でした。

2

予約も接種もスムーズに出来ました。ありがとうございました。接種会場で沢山のスタッフの方、小児科医がいて安心し
て接種出来ました。しかし接種前の手続き、接種するまでの待つ間、接種後の待つ間、待機するスペースが全て一緒の空
間で落ちつきませんでした。大人の接種会場の様に受付（手続き）→接種前→接種後と待つ空間をそれぞれ別にして頂け
るともっと分かりやすく待てたかな？と思いました

3 混み合っていないので、スムーズに受けることが出来てよかったです。

4
季節性インフルエンザワクチンを無料化、または昭島市などのように補助金を出して欲しい。
家族全員打つと毎年かなりの負担額になっています。集団感染は学校運営にも各家庭にも影響が及ぶので、インフルエン
ザワクチンも希望する世帯が接種しやすい環境になると良いと思います

5
皆様優しいスタッフさんお医者さんで安心して接種出来ました。接種時、子供もビクビクせずにスムーズに摂取すること
が出来ました！

6
大人の接種会場は広々としていましたが、小児接種会場は付き添いや兄弟等人数も多くなりがちなのに会場が狭い上、換
気についても不安を感じたのでもっと広い場所でやってほしい。

7 すぐに接種できたのがよかった。予約制でスムーズだった。副作用出たときの対応がわからず不安でした。

8 接種会場がもう少し自宅から近い方が助かります。交通機関の利用をすすめていましたが、駐車場があってよかったです。

9 先生や接種会場の方々も親切に接して頂き安心して打てました。

10
先生も会場担当の方も親切な方で安心しました。腕の痛みを訴えていたので、出来れば痛み止の薬も処方していただける
と助かります。周りの友達は打ってない子が多いみたいなので、一人でも多くの方が接種してくれる事を願います。

11 一般の会場でも接種できると助かります。

12 接種当日の担当医を待機スペースから見える所に表記しておいてもらえると、保護者としては安心できる。

（参考）問13 その他、小児接種全般や福生市における小児接種会場等、ご意見が
ございましたらご記入ください



番号 回答文をそのまま記載

13
お医者さんもスタッフの方も丁寧で安心して接種することができました。子どもは痛くなかったと言ってました。保健セ
ンターで近くなので行きやすかったです。

14
予約や変更はナビダイヤルではなくてフリーダイアルか普通の電話にしてほしい。ナビダイアルは不便なので。それ以上
に、ネットで変更やキャンセルができるようにしてほしい。そうすれば、時間に縛られず確認できるし、体調不良時など
確実にキャンセルの連絡ができる。

15 ワクチンの影響による重篤な副反応、死亡例の情報公開。

16

大人と比べて接種者が少ないので、駐車場の混雑もなく思っていたよりもスムーズに受けられました。
最初の受付で「海外でコロナないですか？」と意味不明な質問をされました。正したら、海外でワクチンを受けたことが
ないか、という質問でした。周りには大勢の職員の方が立っていて、その質問を1日中聞いていると思いますが、この曖
昧な質問の仕方に誰も変だと思わないとしたら、だいぶいい加減な問診をしているんだな、と感じました。

17
接種後の待機時間が15分にもかかわらず、母子手帳が返却されるまでかなり長く待たされたので、もう少しスムーズに
行ってもらえるといいかと思います。

18 車で行きたいので 地域体育館を会場にして欲しい。または駐車場を 準備してもらえたら 助かります。

19

接種までスムーズで子どもが不安、緊張する時間がなかったのが良かったです。また、接種の医師、スタッフの声かけも
優しく、痛みなく接種できたことが2回目接種も抵抗なくできたと思います。子どもと親が横並びで待機時間を過ごすこ
とができたことも良かった。
体重を聞かれましたが、何に反映されたのかがわかりませんでした。2回とも副反応がなかったので良かったとは思いま
すが免疫獲得できたのかな？とも思います。

20 特にありません

21
接種会場はスタッフの方が多く、混雑もなくスムーズでした。待機時間、子ども向けにアニメなど流していてもいいのか
なと思いました。退屈で動き出してしまう子は見かけませんでしたが…。
スタッフの方々のおかげですんなりと接種させることができました。ありがとうございました。

（参考）問13 その他、小児接種全般や福生市における小児接種会場等、ご意見が
ございましたらご記入ください



番号 回答文をそのまま記載

22

・全て一人のドクターにして頂けて、安心感があった。また、２回とも優しいドクターだったので、子供もあまり緊張す
ること無く、接種が受けられた。
・１回目の時は、時計が壁のみで見にくかったが、２回目の時には、大きな時計が目の前に置いてあったので良かった。
・金曜日の夕方～夜に接種出来ると良いと思う。学校を休ませたくないので、副反応が出た場合、土日の２日間で家で様
子を見る事が出来ると嬉しい。

23 不安がる子供に優しく接していただきとても助かりました。

24

11歳の娘は、接種に対してものすごい不安があったようで、1回目接種直前まで嫌がりました。でも担当していただいた
先生が、本人に分かりやすく説明して、『小児用の針を使うし大丈夫だから，安心して。何にも怖くないよ』と励まして
くれました。娘も、『先生が良かったから，受けて良かった』と納得して接種できました。2回目接種も違う医者でした
が、同様に本人に説明をきちんとして、不安を取り除いていました。お二人ともどこの小児科医なのか、親が知りたいく
らいです。わかったら，かかりつけ医を変えたいと思いました。コロナ禍で異例なことばかりなのに、そんな丁寧な体制
で予防接種会場を用意して下さった，福生市に感謝します。

25

市役所から送られてきた書類の中に同意書があったが、記入して会場に持っていったら要らないと言われた。最初から要
らないのてあれば同封しなくてもいいのではないか？予診票の記入の仕方等も具体的にどのようなことが当てはまるのか
とか明確にして誰が見てもわかるようにして欲しい。会場でここは〇〇も当てはまりますか？と確認したりしたので…
会場て子供の体重を聞かれるとは思わなかったので事前に聞きますとかの情報が欲しかった。

26

小学校や学童ではまだまだ多数出ている。いくら接種して気をつけていてもやはり接種率が低ければ自分の子供が接種し
ていてもかかってしまう可能性が高い。地域として多くの子供が接種して行くように働きかけてもらいたい。私は病院勤
務で医療従事者なため、私ががかっても子供がかかっても職場に大変迷惑をかけてしまう。仕事にも行けなくなってしま
う。学校にも行けなくなり授業も遅れがでてしまう。子供はかかっても軽症。の情報ではなく、もっとかかったらどれだ
け大変な事か。を強くメッセージを送るべきだと思います。

27 スムーズにできて良かったです。

28 自転車が停めずらい。規模が小さいので良い。

（参考）問13 その他、小児接種全般や福生市における小児接種会場等、ご意見が
ございましたらご記入ください



番号 回答文をそのまま記載

29 待ち時間もなく、スムーズに接種できてよかったです。

30 待ち時間もなく、スムーズに接種できてよかったです。

31
子供の不安もなく注射をしてくれる先生も配慮してくれてる感じがして安心して接種できた。
色々スムーズでした。

32

小児科医の問診、接種があったのは、気持ち的に助かり、接種の後押しになった様に思います。
年齢的に３回目接種は１２歳となっている為、大人と同じ量を接種する事になると思うのですが、１、２回目を小児用で
接種している場合、３回目は、大人と同量であっても、小児科医での接種の配慮をして頂けると助かります。
小児用と大人用では量が違う事から、今回副作用がなくても、３回目の大人用では副作用が出るんじゃないかと、正直
益々不安があります。
それもあって、小児用を打てる時に打っておこうと思って、打った経緯もあります。
３回目接種の案内をする際には、その辺の事も考えて頂けると、有り難いし、接種に繋がると思います。

33 スムーズに打て、子供も安心していたので、特にありません。

34
１つの部屋で接種も待機も行っているので、予防接種に抵抗のある子供にとっては嫌な環境なのではないかと思います。
周りで接種している方がとても少なく、接種させて大丈夫だったかなと思うこともあります。接種後の体調の不良など情
報があるようでしたらお知らせいただきたいです。

35
一回目はなんともなかったですが、二回目は熱が出て土曜日に打ったのですが、月曜日に学校を休んでしまったので、金
曜日に打てるようにすることを増やして、土日にゆっくりやすめるようにしてあげたほうがいいとおもいます。

36 特になしです。

37 受付、事務作業をもっとスムーズにやって欲しい

38 接種会場ではスムーズに対応いただけて良かったです。

（参考）問13 その他、小児接種全般や福生市における小児接種会場等、ご意見が
ございましたらご記入ください


