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１ ワクチン接種において大田区がめざすもの

○接種場所

⇒ 集団接種会場での接種と医療機関での接種を併せた

安心の接種体制

○予約方法 ～一人ひとりに合った予約方法を選べる！

⇒パソコンやスマホで簡単、便利！ 電話で直接話しながら

予約できるので安心

○情報提供

⇒区報、ホームーページ、SNS等できめ細やかに

安心、便利、迅速なワクチン接種 1



２ ワクチン接種スケジュール

※接種開始時期や優先順位などは、決まり次第、区ホームページなどで随時お知らせします。

※高齢者については、供給されるワクチンに限りがあるため、高齢者施設入所者から開始します。

○現時点での接種スケジュール(予定)

2

送付区分

高齢者施設入所者

高齢者

・基礎疾患等を有する方

・高齢者施設等の従事者

・50歳以上～65歳未満の方

・35歳以上～50歳未満の方

・16歳以上～35歳未満の方

8月 9月～R4　2月4月 5月 6月 7月

○接種券
発送

未接種者への対応

接種券○
発送

未接種者への対応

※5/21頃に届くように送付します。
※予約開始の時期など、詳細は、区のホームページや区報臨時号でお知らせします。

高齢者以降の接種券発送の時期については、

ワクチンの供給量等により変更する可能性があるため検討中です。



３ 接種見込み数（高齢者）

○高齢者(65歳以上)
約174,000人（令和3年度中に65歳以上に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方）

○接種率の想定 65％

○接種回数 ２回

想定

174,000人の65%が接種したと想定すると

➢174,000人×65％＝113,100人

➢113,100人×２回接種＝226,200回

接種見込み数

【参考】令和２年度の高齢者インフルエンザワクチン接種の接種率が60％程度
3



４ 区施設・医療機関数及び接種数
○会場ごとの接種回数

※集団接種会場(会場数は今後変更する場合があります。)

大田区民ホール・アプリコ展示室、大田区民プラザ体育室、嶺町集会室、

六郷地域力推進センター会議室、池上会館西館、大森地域庁舎、

調布地域庁舎、蒲田地域庁舎、糀谷・羽田地域庁舎

※集団接種は１時間あたり15名程度の接種を想定(１レーン当たり)

※会場数は４月時点での数(診療所は180か所を基準に接種数を算出) 4

62,800 125,600 188,400

合計 107,600 215,200 322,800

92,400

医療機関
病院 15 14,000 28,000 42,000

診療所 180程度

接種会場区分 会場数 １か月の接種数
2か月の接種数

(累計)

3か月の接種数
(累計)

集団接種 9 30,800 61,600



５ 接種体制について

・大田区の取り組みとして、区内９か所に
「集団接種会場」を設置します。

・大田区は、区内の医療機関・医師会等と連携
し、ワクチンの安心安全な個別接種を進めます。

集団接種と医療機関で
接種できる体制の確保

※使用するワクチン種別について

集団接種会場

➢原則ファイザー社製ワクチン

個別接種(医療機関等での接種)
➢ファイザー社製ワクチン

今後以下のワクチンは承認され次第接種を実施します。

・アストラゼネカ社製ワクチン ・モデルナ社製ワクチン

5



６ 集団接種会場（１）

９か所

区内９か所に「集団接種会場」を設置します。

6
※「蒲田地域庁舎」については、大田区民ホール・アプリコ展示室が使用できない土曜日・日曜日に限り、開設します。
（注意）会場数は今後変更する場合があります。

接種開始日 会場名 日程(予定)

5月25日 大田区民ホール・アプリコ展示室 原則毎日(月～日)

5月25日 池上会館西館 週２日(火・金)

5月26日 嶺町集会室 週３日(月・水・木)

6月1日 六郷地域力推進センター会議室 週３日(火・金・日)

6月1日 大森地域庁舎 週３日(火・土・日)

6月2日 大田区民プラザ体育室 週２日(水・土)

6月5日 調布地域庁舎 週２日(土・日)

6月6日 糀谷・羽田地域庁舎 週３日(月・土・日)

蒲田地域庁舎 ※



６ 集団接種会場（２）
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７ 個別接種医療機関

大田区では、集団接種会場以外にもかかりつけ医など身近な医療機
関で安心して接種ができる体制を整えます。

15か所の病院 180程度の診療所

※医療機関等にアンケートを実施中。

180程度開設する想定です。

・池上総合病院 ・東京労災病院
・牧田総合病院 ・大森赤十字病院
・東急病院 ・東京蒲田病院
・JCHO東京蒲田医療センター
・田園調布中央病院
・目蒲病院 ・松井病院
・大森山王病院 ・糀谷病院
・高野病院 ・渡辺病院
・東京ちどり病院

8



８ 集団接種会場における接種方法
接種会場により、接種レーン数が異なりますが、１レーンあたりの医師・看護師等の
配置数は「医師１名、看護師２～３名」とし、それ以外に予診票の確認及び状態
観察として看護師を３名配置します。

①受付
以下の内容を実施します。
・検温 ・接種券（クーポン券）の確認
・本人確認書類書類の確認
・予診票記入の有無の確認

②予診票確認
記入内容をチェックします。

③予診

④接種

⑤接種済証の交付

⑥接種後の状態観察
一定時間観察を行います。
緊急時は医師・看護師が対応し、同時に救急要請を
行います。

①受付（事務）

②予診票
記入

・
予診票
確認

（看護師）

③予診
（医師）

予診
待機

⑥接種後待機（状態観察）

（看護師）

④⑤接種・接種済証発行（看護師）

※15分～30分待機 9



９ ワクチンの分配方法

○ファイザー社製ワクチン
区内診療所(かかりつけ医)でも接種ができるように、ワクチンを区委託業者に
依頼し、個別配送を行う体制を整えます。

10

メーカー
国内倉庫

区委託業者倉庫
（ディープフリーザー設置
－60℃～－90℃）

(ディープフリーザー設置
－15℃～－25℃)

区委託業者
による小分け・配送

※冷凍で配送
－15℃～－25℃

区集団接種会場

診療所(かかりつけ医)

（ディープフリーザー設置 －60℃～－90℃）

病院



10 高齢者施設入所者への接種（１）

区では、接種開始当初に供給されるワクチンの量がわずかであることを踏まえ、高齢者に
ついては、高齢者施設へ入所している方のみを接種の対象とすることとしました。

さらに、高齢者の中でも、感染・重症化リスクの高い方が入所されている特別養護老人
ホームに入所している方から接種を開始します。

○接種時期

４月19日以降順次開始予定。

○接種方法

区が委託した医療機関が巡回して接種を行います。

※施設内嘱託医やかかりつけ医による接種については、５月以降ワクチンの供給量が

安定し、配送方法が確立次第開始予定です。

○接種券の発行について

施設にアンケート調査を実施。「対象者リスト」を作成、送付してもらい、接種券を発行

します。

11



10 高齢者施設入所者への接種（２）

○接種までのスケジュール

12

時期 対応者 内容

区

以下の書類を対象施設(特別養護老人ホーム)に送付

　・大田区新型コロナワクチン接種意向調査票

　・大田区高齢者施設入所者 新型コロナワクチン接種対象者リスト

対象施設 上記調査票に関する回答

4月上旬 区 対象施設の接種順位を決定し、通知

区
対象施設(特別養護老人ホーム)から提出された「接種対象者リスト」を基に接

種券を発行し、対象施設へ送付

対象施設 巡回接種医療機関と接種日程、実施方法について調整

3/22～3/31

接種日当日までに

行うこと



10 高齢者施設入所者への接種（３）
○高齢者施設での接種体制

施設で接種前に整えておく体制

➢嘱託医やかかりつけ医との連携
・持病等があったり、体調面で接種に不安が
ある場合の事前相談

・接種後の副反応に備えられる体制の構築

➢接種後の状態観察体制の確保
病状等により個室での接種が必要な方もいる
ため、施設職員等による接種後の状態観察が
行える体制を構築

委託業者による接種体制

➢巡回接種体制
医師１名、看護師３名、事務２名、運転手１名

➢接種可能数
１施設１日 最大100人

➢接種場所
原則、施設内のスペースに入所者が集まって接種を行う想定。ただし、入所者の状況に応じて
居室でも接種を行います。

13



11 接種予約方法について

○予約受付システム
大田区独自の予約システムを導入し、インターネットから
24時間予約が可能です。

○コールセンター
パソコン、スマートフォンに
不慣れな方でも電話で
予約できるので安心です。
最大124回線を確保し、
確実に予約が行える体制
を整えます。

簡単・便利！ ～一人ひとりにあった予約方法を選べる！～

区民

コールセンター
電話

パソコン

スマートフォン

登録

予約受付システム
24時間受付

予約受付システム
24時間受付

14



12 接種予約について

○予約開始時期

接種券発送時期から接種の予約受付を開始する予定です。

○予約時に必要なもの

対象者あてに個別送付する「接種券」が必要となります。

予約受付システム、コールセンターでご予約の際、「接種券」

に記載されている接種券番号が必要です。

15

①接種対象者を区分ごとに分けて接種券等を発送します。
②接種券に記載されている「接種券番号」により接種対象者

かどうかを判断します。
③接種の予約時に混乱が生じないように配慮します。



13 ワクチン接種コールセンターの開設

３月１日開設

○大田区新型コロナワクチン接種コールセンター

電話：03-6629-6342

FAX : 03-5744-1574

受付時間 8：30～17：15（日曜日・祝日を除く）

受付内容 ・接種の予約受付

・接種券の発行に関すること

・接種会場に関すること 等

16



14 接種に関する情報の提供・問い合わせ対応

○区ホームページ
現在125程度のよくあるお問い合わせを公開中。
今後も、随時更新していきます。

○AIチャットボット(Web上で問い合わせに自動的に回答する仕組み)によるお問い
合わせ対応を行います。

○おおた区報、区設掲示板、SNSなどでも情報提供していきます。
さらに、区報臨時号を５月中旬頃に発行する予定です。

○コールセンターで気軽に問い合わせが可能です。

17



15 接種券等の送付について
大田区では、接種券の送付にあたって次の書類を同時に送付します。

・接種券(クーポン券) ・国からの案内 ・区からの案内

・予診票 ・接種会場一覧 ・副反応に関する説明書

送付する資料については工夫をし、分かりやすい案内を行うと同時にワクチ
ン接種に関する情報をお届けできるようにします。

○工夫１

高齢者の方向けに大きな文字で分かりやすい案内チラシを作成します。

外国人にも安心して接種できるよう封筒内に外国語案内を記載します。
○工夫２

副反応の説明書を同封し、副反応に対する疑問・不安を解消します。

○工夫３

安全かつ円滑に接種していただくため予診票を同封します。

18



16 送付書類イメージ（１）

・接種券（クーポン券）・封筒

19

100－0000
大田区蒲田○丁目○番○号

大田 太郎

1000A0000X0000000#

0000000000000000000000000

12345 67890

0000000000 0000000000

00000000000000000000

123456789012345678 123456789012345678

123456789012345678123456789012345678

8：30～17：15(日曜日・祝日を除く)

大田 太郎 大田 太郎

大田 太郎大田 太郎

12345 67890 12345 67890

12345 6789012345 67890

大田区蒲田○丁目○番○号

大田 太郎

昭和○年○月○日



16 送付書類イメージ（２）

・国からの案内 ・区からの案内 ・予診票

20

大田区新型コロナワクチン接種のお知らせ（概要版）

　◆今回送付対象となる方

　◆予約開始日と接種開始日について　（事前予約が必要です）

　◆接種会場

　◆送付書類について

○65歳以上の方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）

※その他年齢区分の方について

国からのワクチンの供給状況を踏まえながら発送時期を決定します。

５月25日（火）からの接種開始を予定しています。
お手元に接種券（クーポン券）が届き次第ご予約いただ
けます。
予約は「コールセンター」もしくは「予約受付システム」
がご利用いただけます。

同封の「接種会場一覧」をご確認ください。
接種には事前予約が必要です。

※接種会場の追加、変更等のお知らせは区報、区ホームページ等

をご確認ください。

・接種券(クーポン券)…１部
・大田区新型コロナワクチン接種のお知らせ(概要版)…本通知
・大田区新型コロナワクチン接種のお知らせ(詳細版)…１部
・新型コロナワクチン予防接種についての説明書…１部
・新型コロナワクチン接種会場一覧…１部
・新型コロナワクチン接種の予診票…１部(１回目接種用)

※２回目接種用の予診票については、接種会場で受け取って
ください。

②予約受付システムでご予約の場合

詳しくは「大田区ホームページ」をご確認ください。

（１）二次元コードでご確認いただく場合はこちらから

（２）インターネットからご確認いただく場合、

以下のキーワードを入力して検索してください。

「大田区ＨＰ」

二次元コード

大田区 接種会場 予約 検索

①コールセンターでご予約の場合

「大田区新型コロナワクチン接種コールセンター」

03-6629-6342 8：30～17：15（日曜日・祝日を除く）



16 送付書類イメージ（３）

・医療機関一覧 ・副反応に関する説明書

21

周辺地図 周辺地図 周辺地図
六郷地域力推進センター

　　　　　　　（6月から開設）

　○住所　　　仲六郷二丁目44番11号

　○接種場所　４階　会議室

　○アクセス

　　京浜急行線

　　雑色駅　徒歩２分

会場名・所在地 会場名・所在地
大田区民ホール・アプリコ

　○住所　　　蒲田五丁目37番3号

　○接種場所　地下１階　展示室

　○アクセス

　　JR京浜東北線

　　東急多摩川線・池上線

　　蒲田駅東口　徒歩３分

池上会館

　○住所　　　池上一丁目32番8号

　○接種場所　西館　紅白梅の間

　○アクセス

　　東急池上線

　　池上駅　徒歩７分

蒲田地域庁舎

　○住所　　　蒲田本町二丁目1番1号

　○接種場所　２階　健診フロア

　○アクセス

　　JR京浜東北線

　　蒲田駅東口　徒歩８分

大田区民プラザ（6月から開設）

　○住所　　　下丸子三丁目1番3号

　○接種場所　地下１階　体育室

　○アクセス

　　東急多摩川線

　　下丸子駅　徒歩１分

大森地域庁舎（6月から開設）

　○住所　　　大森西一丁目12番1号

　○接種場所　１階　健診フロア

　

　

会場名・所在地
嶺町集会室

　○住所　　　田園調布本町7番1号

　○接種場所　３階　大・小集会室

　○アクセス

　　東急池上線

　　雪が谷大塚駅　徒歩７分

糀谷・羽田地域庁舎

　　　　　　　（6月から開設）

　○住所　　　東糀谷一丁目21番15号

　○接種場所　１階　健診フロア

　○アクセス

　　京浜急行空港線

　　大鳥居駅　徒歩10分

調布地域庁舎（6月から開設）

　○住所　　　雪谷大塚町4番6号

　○接種場所　２階　健診フロア

　○アクセス

　　東急池上線

　　雪が谷大塚駅　徒歩２分

令和３年度 65歳以上の方向け

・ワクチン接種予約受付システムはこちらの二次元コードからご確認いただけます。➢

・コールセンター連絡先：03-6629-6342 8：30～17：15（日曜日・祝日を除く）

予約受付システムはこちら➢

新型コロナワクチン接種会場一覧 （令和３年5月時点）

【集団接種会場における注意点】

●各会場には駐輪場及び駐車場はありません。必ず公共交通機関を利用して会場まで

お越しください。

●必ずマスクを着用して会場までお越しください。また、当日会場にお越しになる前

に体温を測っていただき、明らかに発熱等がある場合や体調が悪い場合はワクチン

接種を控えてください。

●新型コロナウイルス拡大防止のため、会場内での飲食・会話はお控えください。

●会場の円滑な運営や会場内の密を防ぐ必要性があるため、必ず予約した時間枠

にお越しください。

●会場内では係員の誘導・指示に従ってください。

●接種に不安がある方は、通院時に、かかりつけ医等に接種への不安について相

談をしていただくことをお勧めします。

○アクセス

【大森駅から】

JR大森駅東口から、東邦医大

経由蒲田行きのバスに乗り、

「大森西二丁目」下車。

徒歩5分程度。

【蒲田駅から】

JR蒲田駅東口から、東邦医大経由大森駅行きのバスに乗り、

「大森西二丁目」下車。徒歩5分程度。

○集団接種会場（区が設置する特設会場）

○備考

・体育室内は土足禁止のため

室内履きをご持参ください。

・体育室までのアクセスには階段がございます。

階段利用が困難な方は、他の施設のご利用をお願いします。

○備考

大田区民ホール・アプリコが

使用できない土曜日、日曜日に限り、開設します。

常設ではありませんので、予約の際にはご注意ください。


