
令和３年（2021年）12月 23日 

 

第２５回 新型コロナウイルス感染症対策本部（法定）会議 

（本部長：市長） 

 

１ 日 時 令和３年（2021年）12月 23日（木） 13:00～13:30 

 

２ 場 所 第３・第４委員会室 

 

３ 案 件                               

（１） 新型コロナウイルス感染症の感染者状況とワクチン接種の状況

について            （医療保険部・健康部）別紙１ 

 

（２） 新型コロナウイルスワクチン接種（追加・小児）への取り組みに

ついて                   （健康部）別紙２ 

 

（３）新型コロナウイルスに関する年末年始の臨時対応について 

                （総合経営部）別紙３ 

                              

（４）新型コロナウイルスに関する年末年始の緊急連絡体制について 

                （総合経営部）別紙４ 

 

（５）新型コロナウイルス感染症に関する市公共施設への広告宣伝物の

掲示等について              （総合経営部）別紙５ 
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令和 3 年（2021 年）12 月 23 日 

医 療 保 険 部 ・ 健 康 部 

 

新型コロナウイルス感染症の感染者状況とワクチン接種の状況について 

 

１ 感染者状況（12月 20日現在） 

（１）月別感染者数 

 

（２）感染者経過 

 （単位 人） 

区分 入院※ 宿泊療養※ 自宅療養 
退院及び 

療養終了 
死亡 計 

12.20時点 2 0 0 9,975 96 10,073 

   ※調整中を含む 

 

（３）ワクチン接種済感染者数（１２月２０日現在 HER-SYSより） 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内は 60歳以上の人数 

 

２ ワクチン接種の状況 

（１） 年齢別接種状況（12月 20日現在） 

区分 
対象者数

（人） 

1回目 ２回目 

接種者数

（人） 

接種率 

（％） 

接種者数

（人） 

接種率 

（％） 

合計 518,431 443,337 85.5 432,687 83.5 

 

   （単位 人） 

区分 
令和 2年 令和 3年 

計 
3～12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

市内 1,326 799 321 473 555 645 258 894 3,850 896 36 17 3 10,073 

  （単位 人） 

感染者数 
1回目接種後 

0～13日 

1回目接種後 14日以降 

2回目接種後 13日まで 
2回目接種後 14日以降 

869（160） 498（32） 208（41） 163（87） 
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令和３年（2021年）12月 23日 

健 康 部 

              

新型コロナウイルスワクチン接種（追加・小児）への取り組みについて 

 

１ 追加接種（３回目） 

国の省令改正に基づき、１２月１日から医療従事者への追加接種（３回目）を開始

し、一般の方への追加接種に向け、準備を進めてきました。ここで、武田／モデルナ

社製ワクチンの薬事承認や新たな変異株「オミクロン株」の影響等により、国から新

たに原則８か月としている接種間隔の前倒しを認める場合の考え方が示されたこと

から、速やかに対応できるよう、当初の計画を変更して接種体制の準備を進めていま

す。 

 

＜接種間隔の前倒しが認められる内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）一般の方 

ア 接 種 開 始 １月１６日（日）～  

イ 接 種 会 場 八王子スクエアビル、高尾の森わくわくビレッジ、 

八王子オーパ、八王子駅南口総合事務所、イーアス高尾、 

イトーヨーカドー南大沢店、東浅川保健福祉センター 

          ※２月以降は接種会場を増設する予定 

ウ 接種券の送付 令和４年１月に接種時期（２回目接種から８か月経過）を迎

える方へ１２月１６日に接種券を発送済。 

  令和４年２月以降は高齢者の接種間隔が２回目接種完了か

ら７か月経過に前倒しとなるため、令和４年２・３月に接種

対象となる方には１月２０日頃に接種券を送付。 

  

変更後 現在 変更後 現在

1 医療従事者 6か月以上 令和3年12月 令和４年1月及び2月

2
高齢者施設

入所者及び従事者等
6か月以上 令和3年12月 令和４年1月及び2月

3 「２」以外の高齢者
7か月以上

（令和4年2月以降）
令和4年2月 令和4年3月

4
「１～３」以外の
64歳以下の方

変更なし
（8か月以上）

接種間隔（2回目接種完了後）

原則
8か月以上

対象者

＜参考＞国が公表した
最短での接種可能月イメージ

変更なし
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＜予約の手続き＞ 

対 象 者 予 約 手 続 

６５歳以上 

不 要（会場・日時を指定） 

指定会場・(前倒しを含む)日時の変更を希望される場合は、予約

サイトまたは、コールセンターで変更手続きを行ってください。※ 

６４歳以下 

必 要 

これまで通り、都合の良い会場・日時を予約サイトまたは、コー

ルセンターで手続きを行ってください。 

※スマートフォンの操作に不慣れな高齢者と障害者については、市役所本庁舎・ 

八王子南口事務所・大横保健福祉センター・東浅川保健福祉センター・南大沢 

保健福祉センターにおいて、予約変更の入力操作支援を行います。 

 

（２）市内高齢者・障害者施設の入所者及び従事者 

接種会場に行くことが困難である高齢者・障害者施設の入所者で追加接種を

希望されている方（約８，０００人）が、各施設内で接種を受けられるよう八

王子市医師会と準備を進めています。そのうち、市外に住民登録がある方（約

１，０００人）のワクチンは、住民登録地の自治体に配分されるため、東京都

と協議し、本市に供給されるよう調整しました。 

また、同施設の従事者（約３,７００人）で追加接種を希望される方について

も、施設内で接種できるよう準備を進めています。 

 

（３）市内通所サービス事業所の利用者及び従事者 

    利用者の方のうち、入所施設を併設している事業所など、事業所での接種が可

能な方と従事者（約４,５００人）の方は、６か月間隔で前倒し接種ができるよ

う、準備を進めていきます。 

その他の利用者の方は、２月から前倒し接種を進めます。 

    

（４）市内医療機関の医療従事者 

コロナ患者受入病院は、年末年始の早い時期に先行して前倒し接種を進め、他

の病院についても１月中の接種完了を目指します。その他の医療従事者につい

ても、前倒し接種の調整を進めます。 

 

（５）市内病院又は有床診療所の入院患者 

    まずは医療従事者から接種を行い、今後各病院と調整のうえ、接種を進めてい

きます。 
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（６）武田／モデルナ社製ワクチン供給及び接種の前倒し 

追加接種では交互接種が認められたことを受け、どのワクチンで接種するか

選択できるよう会場などの準備を進めています。 

武田／モデルナ社製ワクチンの薬事承認がされましたが、正式なワクチン供

給は１月末になります。本市にワクチンが供給されるまでの間、約２５,０００

回分の武田/モデルナ社製ワクチンを融通してもらえるよう、都と調整を行って

います。 

※ 現時点で国のワクチン供給計画が８か月から前倒しされていないため、今後

示される供給量・時期に応じて前倒し実施スケジュールは変動します。 

 

２ 小児接種（５～１１歳）の実施 

来年２月から開始予定となる小児向けワクチン接種について、八王子市医師会、

教育委員会など関係機関と連携し、接種を希望する小児の接種機会を確保するよう

準備を進めています。また、小児・保護者を含め、安心してワクチン接種が受けら

れるよう体制整備を行います。 

（１）対象者数 約３０，０００人 

 

（２）使用ワクチン 当面の間はファイザー社製 ／ 一人２回接種 

※ これまで使用してきた１２歳以上のファイザー社製ワクチンとは、濃度や容

量が異なる別種類のワクチンとなります。 

※  

（３）接種会場（予定） 東京医科大学八王子医療センター、東海大学医学部付属八王

子病院、コニカミノルタサイエンスドーム（こども科学館）、 

フレスコ南大沢（南大沢保健福祉センター・南大沢文化会館） 

※ 小児接種は、接種を希望する多くの方の接種時期に格差を生じさせない集中

的な接種に向け、安全に安心して接種していただける環境が担保できたこと

から、病院と集団接種会場における集団接種で実施することといたしました。 
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（４）実施に向けて                     

ア アンケートの実施 

会場や日時の設定、医療従事者の確保など接種計画の参考 

とするため、４～１１歳の保護者向けにオンライン上の 

アンケート（１２月３１日締切）を実施しています。     

＜小児接種アンケート速報 12月 20日現在 回答総数 ３，８84名＞ 

接種を希望する 62％（２，３90名） 

接種を希望しない 38％（１，４94名） 

 

イ 優先接種の検討                     

小児接種に関しても重症化リスクを勘案し、接種順位を決定します。 

 

ウ 小児向けの接種環境整備 

待合所での幼児向け DVD 上映、児童書の配架、授乳・託児機能の整備などを      

予定しています。        

   

 

 

 

 

 

 

  

   「接種会場イメージデザイン」 

※ 国からワクチン供給日が示されていないため、実施スケジュールは決まっていま

せん。 

アンケートサイト 



 

令和３年（202１年）12 月２３日 

総 合 経 営 部 

 

新型コロナウイルスに関する年末年始の臨時対応について 

 

１ 総合コールセンターの実施 

（１）内容 

新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンターについて、年末年始の令和 3年 12月 29日 

（水）から令和 4年１月３日（月）も継続して実施する。 

（２）時間 

午前８時 30分から午後５時まで 

 

２ 感染状況の情報提供 

（１）内容 

年末年始の市内感染状況を市ホームページで更新する。 

（２）更新日 

令和 3年 12月３０日（木）および令和 4年１月２日（日）の２日間 

 

３ 保健所業務の一部実施 

（１）市民や関係機関からの問い合わせ 

医師会とは、通常のホットラインを使用。 

その他の問い合わせは、市の総合コールセンターや都の発熱相談センター等からの連絡をもとに、 

折り返しの電話で対応する。 

（２）陽性者及び濃厚接触者対応 

陽性者の疫学調査、療養調整、健康観察及び濃厚接触者の保健指導など通常通り実施する。 

 

４ 保健所応援体制の確保 

   第 5波における最大の感染拡大時と同程度の感染拡大が生じることを前提に全庁応援体制を構築し

ている。また、感染拡大状況に応じて委託事業者の活用も行う。 

 

５ 生活困窮者にかかる対応 

（１）居所がない方への対応 

  都が契約しているビジネスホテル又は市が契約している緊急一時部屋（無料低額宿泊所・ドゥーム）を 

案内する。 

（２）食糧に困窮している方への対応 

  フードバンク団体からの支援品および災害備蓄品（非常食米、レトルト食品、缶詰等）を活用して支給 

する。受渡場所は市役所本庁舎守衛室。 

（３）市民からの問合せ 

令和 3年 12月 29日（水）及び 30日（木）は職員 2名が対応する。（8：３０～１７：１５） 

令和 3年 12月 31日（金）から令和 4年１月 3日（月）の間、生活自立支援課長、生活福祉地区 

第一・第二課長、生活福祉総務課長で交代して守衛室からの連絡があった場合に対応する。 

別紙 3 



                                                                令和 3年（2021年）12月 23日 

総 合 経 営 部 

 

 

新型コロナウイルスに関する年末年始の緊急連絡体制について 

 

年末年始において、新型コロナウイルス感染症の集団発生等の緊急対応が必要な重大事案が発生した

場合、以下の連絡体制により迅速かつ適切に対応する。 

 

新型コロナウイルス感染症発生届 

保健所が受理 

施設・病院・事業所等で集団発生が予測される場合 

保健所管理職 

【対応予定表】 

12月 29日 保健対策課長 

12月 30日 保健対策課長 

12月 31日 健康増進担当課長  

1月 1日    健康増進担当課長  

1月 2日    保健所長 

1月 3日    保健対策課長 

所管課長 

所管部長 

別紙 4 

詳細情報など必要に応じて 

都市戦略部長 

報道機関への対応を要する重大事案の場合のみ（第一報） 

新型コロナウイルス感染症

対策担当課長 

総合経営部長 

議会事務局 

市議会議員 

必要に応じて 

プレス対応 

広報プロモーシ

ョン課長 

 

新型コロナウイルス 

感染症対策本部事務局 
理事者 

学校教育部長 

学校 

教育長 

教育委員会 

木内副市長 

駒沢副市長 市 長 

理事者 



 

令和 3年（2021年）12月 23日 

総 合 経 営 部 

 

新型コロナウイルス感染症に関する市公共施設への広告宣伝物の掲示等について 

 

 本市の新型コロナウイルス感染症の感染対策は、対策を実施するにあたって準拠となるべき統一的指

針を示す政府の「基本的対処方針」と「基本的対処方針」を踏まえた東京都の「措置」等に基づき実施し

ている。 

 国及び東京都においては、ワクチン接種の促進やマスク着用、３密回避等の基本的な感染対策を講じ

るにあたっては、強制ではなく個人の意思、自由、権利に十分配慮したうえで、協力を依頼しており、本

市としても同様の協力依頼を行っている。 

 現在、ワクチン接種については、3 回目の追加接種が始まり、５歳以上１１歳以下の小児への接種に向

けた準備も進行し、マスク着用などの感染対策も新しい生活様式として取り入れられているが、一部の

団体・個人からワクチン接種や感染対策について反対する意見が寄せられるケースが見受けられる。 

 このことから、市公共施設における新型コロナウイルス感染症に関する広告宣伝物の掲示等について、

下記のとおり全施設で統一して対応する。 

 

記 

 

１．対応 

 新型コロナウイルス感染症に関するポスターの掲示及びチラシの配架等の申請については、その主体

が国、都道府県、市町村及びこれに類する公共団体が作成したものに限る。したがって、その他の団体

又は個人が作成したものは承認しない。 

 ただし、新型コロナウイルス感染症に関する集会、行事、催し物等の告知については、この限りではな

い。 

 

２．理由 

（１）新型コロナウイルス感染症に関する誤情報・偽情報の拡散を防ぐため。 

（２）本市は最新の科学的知見や専門家の議論を踏まえた国及び東京都の対応に準じて感染対策を

実施するため。 

 

３．実施時期 

第２５回 新型コロナウイルス感染症対策本部（法定）会議（令和 3 年 12 月 23 日開催）で報告後、

速やかに実施する。 

 

４．その他 

 運用上、疑義が生じた場合は総合経営部新型コロナウイルス感染症対策担当と調整すること。 

 

５．問い合わせ 

 総合経営部新型コロナウイルス感染症対策担当 坂口 620-7491（直通） 3272（内線） 
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筋肉痛（58.1→49.1％）、関節痛（42.9→41.3％）

悪寒（44.3→35.3％）、リンパ節症（14.2→20.4％）

疼痛（88.3→83.8％）、疲労（65.4→58.7％）

頭痛（58.8→55.1％）

38度以上の発熱（15.5→6.6％）

腫脹・硬結（12.3→5.4％）

紅斑・発赤（8.7→4.8％）

→ →

→ →

頭痛（54.0→48.4％）、筋肉痛（39.3→39.1％）

悪寒（37.8→29.1％）、関節痛（23.8→25.3％）

38度以上の発熱（16.4→8.7％）

腫脹（6.8→8.0％）、発赤（5.6→5.9％）

リンパ節症（※）（0.4→5.2％）

（注）対象 /人数：ファイザー２回目 16～ 55歳 /2,682人、ファイザー３回目 18～ 55歳 /289人、モデルナ２回目 18歳以上 /14,691人、モデルナ３回目 18歳以上 /167人

（注）２回目接種と比べた３回目接種での発現割合： ５ポイント以上少ないもの、 ５ポイント以上多いもの。

（注）武田 /モデルナ社のワクチンは、１・２回目は 100㎍、３回目は 50㎍接種している。

（※）ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後１か月以内のデータを記載。

八王子市民の皆様へ

◎接種の対象

◎使用するワクチン

１・２回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、

３回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武

田/モデルナ社ワクチン（※）を受けた場合のいず

れにおいても、抗体価が十分上昇すること

効
果

安
全
性

接種費用

無料
（全額公費）

50％以上

10 -50%

1 -10％

疼痛（78.3→83.0％）、疲労（59.4→63.7％）

ワクチンの組み合わせ 抗体価

ファイザー モデルナ

2021年12月17日

武田/モデルナ社のワクチンも

３回目の接種に使用できるようになりました

２回目のワクチン接種を終了した18歳以上の方

追加（3回目）接種に使用するワクチン
についてのお知らせ

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、３回目の接種後７日以内の副反応

は、１・２回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現

率に差があるものの、おおむね１・２回目と同様の症状が見られました。

１・２回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使

用します。ファイザー社は１・２回目の接種量と同量ですが、武田/モデルナ社は半量になります。

◎3回目の接種の安全性と効果

◎１・２回目と異なるワクチンを用いて３回目接種した場合の安全性と効果

出典：特例承認に係る報告書より

武田/モデルナ社（２回目→３回目接種後の症状）ファイザー社（２回目→３回目接種後の症状）発現割合

３回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化

する人が少ないと報告されています。

英国では、２回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて３回目接種を行った場

合の研究が行われ、その結果が報告されています。

３回目の接種後７日以内の副反応は、１・２回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを

接種しても安全性の面で許容されること

（※）武田 /モデルナ社ワクチンは、３回目は 50㎍接種することになっているが、本研究では

100㎍接種した結果が報告されている。
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出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021
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感染予防対策を

継続していただく

ようお願いします
密集場所 密接場面 密閉空間

「３つの密（密集・密接・密閉）」の回避

マスクの着用 石けんによる 手指消毒用アルコール

手洗い による消毒の励行

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、厚生労働省ホームページの「新型コロナワ

クチンについて」のページをご覧ください。

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

厚労 コロナ ワクチン 検 索

よくあるご質問

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

Q.３回目接種はどのようにしたら受けられますか。

Q.武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

A.武田/モデルナ社のワクチンにおける３回目接種は、１・２回目接種で用いた量の半量となります。

２回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。

（注）接種後の症状のうちリンパ節症は、２回目よりも３回目の方が多く見られます。 出典：特例承認に係る報告書より

Q.ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

A.１・２回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、２回目接種から約半年後も

高い重症化予防効果（※）が維持されています。

ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの１・２回目接種の効果を約半年間比較した観察研

究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防（※）の効果が有

意に高かったと報告されています。

（※）重症化予防には入院予防を含む。

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. ／ Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. ／ Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

Q.１回目・２回目の接種をまだ受けていませんが、まだ受けられますか。

A.お住まいの市町村から３回目用の接種券等が送付されましたら、

ワクチンを受けたい医療機関や会場をお探しのうえ、予約をお願い

します。

A.受けられます。公費で受けられる期間は、現在のところ令和４年９月30日までです。この期間で

あれば、１・２回目接種も無料ですので、ご希望の方はお早めに受けてください。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意

思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすこ

とはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。


