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新型コロナウイルス感染症に対する西東京市の取組

「人」のいのち・健康を守る

新型コロナワクチン接種

85歳以上の方
５月７日から 「集団接種」の予約を開始しています

1

市内医療従事者 ４月５日から接種開始
市内特別養護老人ホーム ４月19日から接種開始



病院や診療所以外の予防接種の実施に適した比較的大きな施設で行うワクチン接種を「集団接種」
と言います。
西東京市では、市役所田無庁舎（南町５丁目）、エコプラザ西東京（泉町３丁目）、新ひばりが丘中学校
（ひばりが丘３丁目）の３会場で行います。
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市役所田無庁舎
（南町５丁目）

エコプラザ西東京
（泉町３丁目）

新ひばりが丘中
（ひばりが丘３丁目）

西東京市では、「集団接種」での
ワクチン接種の予約から開始しています。
市内病院等での接種は、市報６月１日号
でお知らせする予定です。

ワクチンの「集団接種」とは （事前の予約が必要です）



新型コロナワクチン接種（集団接種）

対象 85歳以上の方

予約 ５月7日（金） 午前8時30分から

電話番号 03-5369-3904（通話料有料）

受付時間 午前8時30分から午後7時まで
月曜日から土曜日

（日曜日・祝日・休日・年末年始除く）

電話予約

予約サイト
（インターネット）

電話またはインターネットから予約できます

西東京市新型コロナワクチンコールセンター
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集団接種会場・日程・時間

集団接種会場 予約開始日時 接種開始 実施曜日 実施時間

西東京市役所
田無庁舎２階
202・203会議室

５月７日（金）
午前８時30分から

5月11日
（火）

月曜から土曜まで
日曜・祝日は除く

午前9時から11時

午後１時から３時30分

※15分単位で受付

エコプラザ西東京 １階
多目的スペース・講座室 5月14日

（金）

（仮称）第10中学校
新ひばりが丘中学校
体育館 ※7月まで

5月13日
（木）

対象 85歳以上の方 対象者 予約受付開始時期 接種開始時期

75歳以上の方（昭和22年４
月1日以前に生まれた方）

５月下旬見込み ５月下旬見込み

65歳以上の方（昭和32年４
月１日以前に生まれた方）

６月上旬見込み ６月中旬見込み

※65歳以上・75歳以上の方は、こちらをご覧ください
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新型コロナウイルス感染症対策・高齢者・障害者施設等における
ＰＣＲ検査費用等を補助します

1人当たり上限２万円を補助（複数回 検査可能）

高齢者施設等の重症化するリスクの高い者の集団で形成される施設等に対し、積極的にＰＣＲ検査等
を行うことで、感染者の発生を把握し、早期の措置を講じることにより、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の防止を図ることを目的とします。

対象施設等
（高齢分野）
市内の認知症高齢者グループホーム、短期入所（ショートステイ）、通所施設、訪問介護・訪問看護等の
訪問系サービス等を行う事業所・施設の職員及び利用者（訪問系サービスは職員のみ）

（障害分野）
市内のグループホーム、短期入所（ショートステイ）及び通所施設並びに日中一時支援事業所
並びに訪問系サービス等を行う事業所の職員及び利用者（訪問系サービスは職員のみ）

東京都補助事業 10／10
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※令和３年第１回定例会 令和３年度一般会計暫定予算 可決
※対象期間 令和３年４月１日から６月30日まで



「まち」を健康に 日常を取り戻す

コロナ禍で影響を受けている市内事業者や医療施設等で活躍されているエッセンシャルワーカーの方々を、
市の独自施策で応援します。

その1 キャッシュレス決済ポイント還元事業の実施 ７月～８月

ポイント還元率 25％ 予算総額 8,980万円

その２ 消費喚起事業「プレミアム応援券」第二弾の実施 ９月～12月

発行総額 ５億2,500万円 予算総額 ２億1,000万円

その３ 地域を支えるエッセンシャルワーカーへの感謝と応援
感染症対策の最前線で活躍されている医療従事者など、
約１万4,000人分のプレミアム応援券をお配りします。

※令和３年第１回定例会 令和２年度一般会計補正予算（12号）可決

75,000セット
発行予定

（７，０００円相当）
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予算総額 １億1,000万円



キャッシュレス決済ポイント還元事業の実施

ポイント還元率 25％

キャンペーン内容 ●１決済（１回の買い物）のポイント上限

最大 2,500円
例 1,000円の買い物（250円還元）
例 10,000円以上の買い物（最大で2,500円還元）
●２か月間で貯まるポイント上限 最大20,000円

取扱事業者 委託先の西東京商工会において選定・決定

取扱箇所 大手チェーンを除く、キャッシュレス決済ポイント還元事業取
扱事業者のキャッシュレス決済ができる店舗

令和３年７月スタート 予算総額 8,980万円
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新型コロナウイルス感染症による「新しい生活様式」の中で、直接的な接触を伴わない
キャッシュレス決済の利用促進と市内事業者の皆様の売上向上を目的にキャッシュレス決
済を利用する消費者の皆様に対し、ポイント還元を行うキャンペーンを行います。

キャッシュレス決済ポイント還元事業取扱事業者の情報などの詳細は、市報６月１日号や市のホームページでお知らせします。

※令和３年第１回定例会 令和２年度一般会計補正予算（12号）可決



西東京市消費喚起事業の実施

～「プレミアム応援券」 第二弾を発行します～

発行総額 ５億2,500万円

販売内容 お食事券 ３５，０００セット
お買物券 ４０，０００セット

販売方法 抽選方式（原則オンラインによる申込）

プレミアム内容 １セット（7,000円分）を5,000円で販売
※2,000円分（40％)のプレミアム付き

新型コロナウイルス感染症の長引く影響により、売上げが減少した市内事業者の方への支援を目的にプレミアム付きの
チケットを市民の皆様に提供し、使用していただくことで、消費喚起を促進し、市内経済の回復及び活性化を図ります。

令和３年９月スタート
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※令和３年第１回定例会 令和２年度一般会計補正予算（12号）可決

応募方法や募集期間などの詳細は、市報７月15日号や市のホームページでお知らせします。



エッセンシャルワーカー応援事業の実施

対象者 ①医療関係の従事者
②福祉関係の従事者
③子育て関係の従事者
④教育施設従事者
⑤ごみ収集などの清掃事業関係の従事者 など
（家庭ごみ）

対象 約 14,000人 想定

予算総額 １億1000万円

新型コロナウイルス感染症対策の最前線で活躍する医療施設、福祉施設及び子育て関連施設並びに清掃事業などに従事
する「エッセンシャルワーカー」の方々に対し、プレミアム応援券（7,000円分）をお配りし、日頃の献身的な活動に対し、感謝の
意を表します。

従業者数調査（５月） 応援券引渡し（８月ころ）
利用可能期間

（９月～12月予定）

対象事業所に対し
５月にご案内します
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※令和３年第１回定例会 令和２年度一般会計補正予算（12号）可決

従事している施設等から
チケット受領

従事施設（事業所）



"
生活サポート相談窓口（田無庁舎）

～ 市民生活を支援します ～

５月３日（月）

臨時に休日窓口を開設しました。

生活困窮相談、住居確保給付金の相談受付等

▶生活サポート相談窓口 電話042－420-2809

生活保護の新規相談

▶生活福祉課 電話 042－460-9836
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来庁相談 20件 電話相談 ６件

臨時の食糧支援等も行いました。



必要な方に生理用品を無償でお渡ししています
配布場所 住吉会館「ルピナス」

コロナ禍において、生理用品を購入する余裕がないなど、
「生理の貧困」が社会的に問題になっていることを受け、西
東京市では、生活が困窮状態にある女性を支援するため、
防災備蓄用の生理用品を無償でお渡ししています。

令和3年3月25日（木曜日）から

平日 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで

●配布内容
生理用品：1パック（32枚入り）
（紙袋に入れてお渡しします。）

●配布個数
500パック
※なくなり次第、配布終了
※1世帯につき、原則1パックのお渡し（ご使用される方が多い場合などはご相談ください。）
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新型コロナウイルス

緊急事態宣言
発令中

市内５駅にて、感染拡大防止啓発活動を実施
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5月31日まで延長されました。



"
安全・安心いーなメールを

活用して、市内新規感染者数
を発信しています。

（西東京市緊急メール配信サービス）
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新型コロナウイルス感染症啓発用動画を「ASTA VISION」で放映しました

「ASTA VISION」
田無駅北口商業施設に設置した大型LEDビジョン

保谷小学校の児童の皆さん

市内清掃事業者の皆さんから

向台小学校の児童の皆さん
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出典 東京都モニタリング会議資料（5月6日）
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最新情報は、こちらから



新型コロナウイルス感染症新規患者数・累計患者数（西東京市）
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23人 13人 57人 0人 93人
療養状況 令和3年5月5日 時点
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(人）

東京都公表日

緊急事態宣言期間
（1月8日～３月21日）

緊急事態宣言期間
（4月25日～ ）

最新情報は、こちらから



10代以下

5
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80代以上
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西東京市新規患者数（4月）西東京市新規患者数（２月）
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＜単位 人＞ ＜単位 人＞

10代、20～30代の感染が顕著に増加


