
特別区長会や市長会、町村長会議等において、東京都の感染

症対策等について説明、意見交換、必要な情報を迅速に提供す

ることなどにより、区市町村の取組を支援してきた。

また、知事と保健所長の意見交換会等により、各保健所と緊

密に連携し、流行状況を踏まえた疫学調査の重点化など適切に

対応してきた。保健所や区市町村、関係機関とワクチンチーム

を立ち上げ、迅速・円滑な接種のため丁寧に意見交換している。

概 要

区市町村・保健所との連携

内 容

日 付 これまでの取組

令和2年1月24日 新型コロナ発生時の対応について各保健所に通知

令和2年2月7日 感染症法指定後の新型コロナ発生時の対応について各保健所に通知

令和2年2月14日 特別区長会総会で、都本部会議の内容を報告

令和2年7月16日 特別区長会総会で、都事業の内容を説明

令和2年7月22日 市長会全体会で、都事業の内容を説明

令和2年7月28日 町村長会議で、都事業の内容を説明
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区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和2年8月24日 市長会全体会で、専用医療施設の設置について説明

令和2年11月17日 東京保健所長会（臨時会）（Web会議）において、知事と保健所長が意見交換

令和3年1月15日 知事と保健所長との情報交換会（Web会議）を実施

令和3年1月22日 流行状況を踏まえた臨時対応（疫学調査の重点化）について各保健所に通知

令和3年2月3日 ワクチンチーム第1回総会開催

令和3年2月26日 流行状況を的確に捉えた対応（疫学調査の臨時対応終了）について各保健所に通知

令和3年3月4日 ワクチンチーム第1回区市町村連絡調整部会開催

令和3年3月25日 ワクチンチーム第2回区市町村連絡調整部会開催

令和3年4月9日 ワクチンチーム第3回区市町村連絡調整部会開催

令和3年4月16日 知事と保健所長との情報交換会（Web会議）を実施

令和3年4月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明



区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和3年4月22日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和3年4月30日 ワクチンチーム第4回区市町村連絡調整部会開催

令和3年5月10日 ワクチンチーム第2回総会開催（知事出席）

令和3年5月14日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和3年5月24日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和3年5月25日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和3年5月17日 余剰ワクチンの有効活用について区市町村に通知

令和3年5月20日 ワクチンチーム第5回区市町村連絡調整部会開催

令和3年6月7日 職域接種の開始等に伴う接種券の早期発送について区市町村に通知

令和3年6月10日 ワクチンチーム第6回区市町村連絡調整部会開催

令和3年6月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明



区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和3年6月22日 ワクチンチーム第3回総会開催（知事出席）

令和3年7月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和3年7月20日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和3年7月21日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和3年8月3日 ワクチンチーム第7回区市町村連絡調整部会開催

令和3年8月6日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和3年8月10日 流行状況を踏まえた臨時対応（疫学調査の重点化）について各保健所に通知

令和3年8月20日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和3年8月25日 妊娠中の方への新型コロナワクチンの接種について区市町村に通知

令和3年9月10日 医療従事者等優先接種者のVRSへの早期登録について区市町村に通知

令和3年9月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明



区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和3年9月16日 12～16歳の方へのワクチン接種に係る保護者への啓発について区市町村に通知

令和3年10月4日 流行状況を的確に捉えた対応（疫学調査の臨時対応終了）について各保健所に通知

令和3年10月6日 ワクチンチーム第8回区市町村連絡調整部会開催

令和3年10月6日 3回目接種の体制確保について区市町村に通知

令和3年10月15日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和3年10月18日 ワクチンチーム第9回区市町村連絡調整部会開催

令和3年10月25日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和3年10月26日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和3年11月4日 ワクチンチーム第10回区市町村連絡調整部会開催

令和3年11月4日 在留外国人に対する接種について区市町村に通知

令和3年11月11日 ワクチンチーム第11回区市町村連絡調整部会開催



日 付 これまでの取組

令和3年11月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和3年11月24日 ワクチンチーム第12回区市町村連絡調整部会開催

令和3年11月25日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和3年11月26日 ワクチンチーム第13回区市町村連絡調整部会開催

令和3年11月30日 ワクチンチーム第14回区市町村連絡調整部会拡大部会開催

令和3年12月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和3年12月17日 ワクチンチーム第15回区市町村連絡調整部会開催

令和3年12月21日 知事と保健所長との意見交換会（Web会議）を実施

令和3年12月24日 ワクチンチーム第16回区市町村連絡調整部会開催

令和4年1月5日 医療従事者等へのワクチン追加接種の前倒しについて区市町村に通知

令和4年1月7日 ワクチンチーム第17回区市町村連絡調整部会開催

区市町村・保健所との連携



区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和4年1月13日 ワクチンチーム第18回区市町村連絡調整部会開催

令和4年1月14日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年1月17日 ワクチンチーム第19回区市町村連絡調整部会開催

令和4年1月19日 流行状況を踏まえた臨時対応（疫学調査の重点化）について各保健所に通知

令和4年1月20日 ワクチンチーム第20回区市町村連絡調整部会開催

令和4年1月25日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和4年1月27日 ワクチンチーム第21回区市町村連絡調整部会開催

令和4年1月28日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和4年1月31日 追加接種の速やかな実施について区市町村に通知

令和4年2月3日 ワクチンチーム第22回区市町村連絡調整部会開催

令和4年2月9日 ワクチンチーム第23回区市町村連絡調整部会開催



区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和4年2月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年2月17日 ワクチンチーム第24回区市町村連絡調整部会開催

令和4年2月17日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和4年2月24日 ワクチンチーム第25回区市町村連絡調整部会開催

令和4年2月25日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和4年3月3日 ワクチンチーム第26回区市町村連絡調整部会開催

令和4年3月11日 ワクチンチーム第27回区市町村連絡調整部会開催

令和4年3月17日 ワクチンチーム第28回区市町村連絡調整部会開催

令和4年3月25日 ワクチンチーム第29回区市町村連絡調整部会開催

令和4年3月29日 積極的疫学調査実施の考え方（発生場所・発生状況ごとの対応）について各保健所に通知

令和4年3月30日 ワクチンチーム第30回区市町村連絡調整部会開催



区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和4年4月11日 ワクチンチーム第31回区市町村連絡調整部会開催

令和4年4月11日 高齢者への3回目接種の接種勧奨について区市町村に通知

令和4年4月15日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年4月20日 ワクチンチーム第32回区市町村連絡調整部会開催

令和4年4月20日 4回目接種に向けた準備について区市町村に通知

令和4年4月21日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和4年4月21日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和4年4月27日 ワクチンチーム第33回区市町村連絡調整部会開催

令和4年5月11日 ワクチンチーム第34回区市町村連絡調整部会開催

令和4年5月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年5月18日 ワクチンチーム第35回区市町村連絡調整部会開催

令和4年5月25日 ワクチンチーム第36回区市町村連絡調整部会開催



区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和4年5月25日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和4年6月1日 ワクチンチーム第37回区市町村連絡調整部会開催

令和4年6月1日 予防接種健康被害救済制度に係る事務処理について区市町村に通知

令和4年6月8日 ワクチンチーム第38回区市町村連絡調整部会開催

令和4年6月15日 ワクチンチーム第39回区市町村連絡調整部会開催

令和4年6月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年6月22日 ワクチンチーム第40回区市町村連絡調整部会開催

令和4年6月27日 高齢者施設等への４回目接種の早期実施について区市町村に通知

令和4年6月29日 ワクチンチーム第41回区市町村連絡調整部会開催

令和4年7月4日 新型コロナウイルス感染症発生届の改正（都単独様式）について各保健所に通知

令和4年7月6日 ワクチンチーム第42回区市町村連絡調整部会開催

令和4年7月13日 ワクチンチーム第43回区市町村連絡調整部会開催



区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和4年7月14日 感染急拡大時の対応（みなし陽性による届出制度の再開）について各保健所に通知

令和4年7月14日 感染拡大期における医療提供体制の確保について各保健所に通知

令和4年7月15日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年7月19日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和4年7月21日 ワクチンチーム第44回区市町村連絡調整部会開催

令和4年7月22日
オミクロン株の特徴を踏まえた今後の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について
各保健所に通知

令和4年7月25日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和4年7月27日 ワクチンチーム第45回区市町村連絡調整部会開催

令和4年8月3日 ワクチンチーム第46回区市町村連絡調整部会開催

令和4年8月5日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年8月10日 ワクチンチーム第47回区市町村連絡調整部会開催

令和4年8月17日 ワクチンチーム第48回区市町村連絡調整部会開催

令和4年8月24日 ワクチンチーム第49回区市町村連絡調整部会開催



区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和4年8月26日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和4年8月31日 ワクチンチーム第50回区市町村連絡調整部会開催

令和4年9月7日 ワクチンチーム第51回区市町村連絡調整部会開催

令和4年9月7日 オミクロン株対応ワクチン接種に係る接種券発送について区市町村に通知

令和4年9月７日 療養期間等の見直しについて各保健所に通知

令和４年9月12日 知事と保健所長との意見交換会（Web会議）を実施

令和4年9月14日 ワクチンチーム第52回区市町村連絡調整部会開催

令和4年9月15日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年9月21日 ワクチンチーム第53回区市町村連絡調整部会開催

令和4年9月21日 新型コロナウイルス感染症の発生届限定化に伴う都の対応について各保健所に通知

令和4年9月28日 ワクチンチーム第54回区市町村連絡調整部会開催

令和4年9月28日 高齢者施設等の入所者等へのオミクロン株対応ワクチンの接種準備について区市町村に通知


