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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

※大規模接種センター（国）や職域接種も合わせて、年内に接種完了を目指します。

○現時点での接種スケジュール(予定)
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送付区分

高齢者施設入所者の方

高齢者の方(65歳以上の方)

・60歳以上～64歳以下の方

・基礎疾患等を有する方

  (59 歳以下の方)

・高齢者施設等の従事者

  (59歳以下の方)

8月 9月 ～12月 ～2月

12歳以上～59歳以下の方

4月 5月 6月 7月

○

※5/17接種券発送
※5/21から予約開始

未接種者への対応

接種券○
発送

未接種者への対応

※7/7から予約開始

○6/22接種券発送
※6/9時点の対象者データに基づき送付します。
※6/10以降各申請期限までに申請された方には随時送付します。

未接種者への対応

申請は不要です。接種券が届くまでお待ちください。

4/19から接種開始

4月26日～6月25日
事前申請期間【方法：電子申請、電話、郵送】

5月6日～6月15日
事前申請期間【方法：電子申請】

5/25から接種開始

7/9から接種開始

一部先行実施
接種券がお手元に届き次第、集団接種会場
「日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」」
のみ先行して予約を行うことができます。

5月6日～6月15日
事前申請期間【方法：電子申請】

※一部施設は施設からのアンケートを別途実施する予定です。

7/16から接種開始

○6/29
接種券送付

※7/14から予約開始

・19歳以上～39歳以下の方

・40歳以上～59歳以下の方

7/22から接種開始

※7/20から予約開始

7/11から接種開始

※7/9から予約開始

・12歳以上～18歳以下の方



３ 現時点（7月12日）で判明しているワクチン供給量及び時期
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※これまでの供給はファイザー社ワクチン。武田/モデルナ社ワクチンについては７月以降供給予定。
※１箱に195バイアル（瓶）入っており、1バイアルあたり6回分のため１箱あたり1,170回として計算

但し、第4クールまでは、1バイアルあたり5回分のため１箱あたり975回として計算

全国への

出荷量(箱)

区への

供給量(箱)
備考

第１クール 4/5の週 100 0 各都道府県に２箱、東京・神奈川・大阪は４箱

第２クール 4/12の週 500 2
各都道府県に10箱、東京・神奈川・大阪は20箱

第３クール 4/19の週 500 0
各都道府県に10箱、東京・神奈川・大阪は20箱

  ※大田区への割り当てなし

第４クール 4/26の週～5/3の週 5,741 10
①1,741箱（すべての市区町村に１箱）②4,000箱追加

第５クール 5/10の週～5/17の週 16,000 150
東京は2,064箱

第６クール 5/24の週～5/31の週 16,000 68
各区市町村の必要量に応じて各都道府県に配分、東京は1,519箱

第７クール 6/7の週～6/14の週 13,500 56
各区市町村の必要量に応じて各都道府県に配分、東京は1,031箱

第８クール 6/21の週～6/28の週 13,434 68
各区市町村の必要量に応じて各都道府県に配分、東京は1,361箱

第９クール 7/5の週～7/12の週 11,000 46
各区市町村の必要量に応じて各都道府県に配分、東京は1,357箱

第10クール

第10－2クール 7/19の週～7/26の週 10,600 46
各区市町村の必要量に応じて各都道府県に配分、東京は1,630箱

第11クール 8/2の週～8/9の週 10,000程度 46（見込み）
各区市町村の必要量に応じて各都道府県に配分、東京は892箱（見込み）

第12クール 8/16の週～8/23の週 10,000程度 46（見込み）
各区市町村の必要量に応じて各都道府県に配分、東京は869箱（見込み）

ワクチン出荷時期

1,950回分

9,750回分

175,500回分

79,560回分

65,520回分

79,560回分

53,820回分

53,820回分

53,820回分（見込み）

53,820回分（見込み）



４ 接種見込み数（高齢者の方（65歳以上の方））

○高齢者の方(65歳以上の方)
約174,000人（令和４年３月31日時点の満年齢）

○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

4



５ー１ 高齢者施設入所者の方への接種（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から接種を開始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日から開始しました。

○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。

○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。

5



５ー２ 高齢者施設入所者の方への接種（２）

○接種までのスケジュール

6

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



５ー３ 高齢者施設入所者の方への接種（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 100～200人程度

➢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。

7



６ー１ 高齢者に次ぐ優先接種対象者
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国からの通知に基づき、「高齢者の方（65歳以上）」の次には、「60
歳以上～64歳以下の方」 及び「基礎疾患等を有する方（59歳以下
の方）」、高齢の患者と頻繁に接する「高齢者施設等の従事者（59
歳以下の方）」に対して、優先接種を実施します。

○優先接種対象者について

優先接種対象者 推定人数
６０歳以上～６４歳以下の方 約39,000人
基礎疾患等を有する方（59歳以下の方） 約36,000人
高齢者施設等の従事者（59歳以下の方） 約12,000人

合計 約87,000人



６ー２ 接種見込み数
（６０歳以上～６４歳以下の方、基礎疾患等を有する方（59歳以下の

方）、高齢者施設等の従事者（ 59歳以下の方） ）

○60歳以上～64歳以下の方、基礎疾患等を有する方（59歳以下の方）、高齢者施設
等の従事者（59歳以下の方）
約87,000人 （令和４年３月31日時点の満年齢）

○接種率の想定 65％
○接種回数 ２回

想定

87,000人の65%が接種したと想定すると

➢87,000人×65％＝56,550人

➢56,550人×２回接種＝113,100回

接種見込み数

9



７ー１ 基礎疾患等を有する方（59歳以下の方）
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○基礎疾患等を有する方とは、次のいずれかに当てはまる方です。

Ⅰ．以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
１．慢性の呼吸器の病気
２．慢性の心臓病（高血圧を含む。）
３．慢性の腎臓病
４．慢性の肝臓病（肝硬変等）
５．インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
６．血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）

８．ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
９．免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10．神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11．染色体異常
12．重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
13．睡眠時無呼吸症候群
14．重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、

又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育
手帳を所持している場合）

Ⅱ．基準（BMI  ３０以上）を満たす肥満の方
※ BMI ＝ 体重（kg）÷ 身長（ｍ）÷ 身長（m）
※ BMI ３０の目安：身長１７０ｃｍで体重８７ｋｇ、身長１６０ｃｍで体重７７ｋｇ



７ー２ 基礎疾患等を有する方（59歳以下の方）への
対応

基礎疾患等を有する方（59歳以下の方）は、優先して接種券をお届けし
ます。希望される方は、申請が出来ます。

○申請期間

4月26日（月）から6月25日（金）まで

※7月1日時点で右記の項目に該当する方は、

区で対応するので、申出は不要です。

○申請方法

①区のホームページから電子申請（パソコン・スマートフォン）する。

②電話の場合は、大田区新型コロナワクチンコールセンターへ申請する。

③郵送の場合は、区のホームページの様式をご活用のうえ申請する。

○接種券の発送時期 7月下旬予定 6月22日（火）に先行発送

※6/9時点の対象者データに基づき送付します。

※6/10以降、申請期限までに申請された方には随時送付します。

※12歳以上～59歳以下の方には、 6/29に接種券を送付するので、申請を忘れてしまった方も

接種券の到着をお待ちください。 11

○精神障害者保健福祉手帳を所持している方
○自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ

継続」に該当する方
○療育手帳を所持している方
○次の内部障害により身体障害者手帳を所持して

いる方
・心臓機能障害 ・腎臓機能障害
・呼吸器機能障害 ・肝臓機能障害



８ー１ 高齢者施設等の従事者（59歳以下の方）
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国が示している以下の「高齢者施設等」に該当する従事者が対象です。
高齢者（65歳以上）の方へのサービスを提供する施設等の従事者

○介護保険施設
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・介護老人保健施設
・介護医療院

○居住系介護サービス
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護

○老人福祉法による施設
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム

○高齢者住まい法による住宅
・サービス付き高齢者向け住宅

○生活保護法による保護施設
・救護施設 ・更生施設 ・宿所提供施設

○障害者総合支援法による障害者支援施設等
・障害者支援施設 ・共同生活援助事業所
・重度障害者等包括支援事業所（共同生活援助を提供する場合に限る）

・福祉ホーム

○その他の社会福祉法等による施設
・社会福祉住居施設（日常生活支援住居施設を含む）
・生活困窮者・ホームレス自立支援センター
・生活困窮者一時宿泊施設
・原子爆弾被爆者養護ホーム
・生活支援ハウス
・婦人保護施設
・矯正施設（※患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る）

・更生保護施設

〇居宅サービス・訪問系サービス



８ー２ 高齢者施設等の従事者（59歳以下の方）への
対応

高齢者施設等の従事者（59歳以下の方）は、優先して接種券をお届けします。希望される方は、
申請が出来ます。

○申請対象者

区内在住の16歳以上～60歳未満の方で、高齢者（65歳以上）の方へのサービスを提供す

る施設等の従事者。※区外にある施設に従事する方も申請の対象に含みます。

○申請期間 5月6日（木）から６月15日（火）まで

○申請方法 ①区のホームページから電子申請（パソコン・スマートフォン）する。

②施設において、接種希望者リストを作成し、大田区へ提出する。

○接種券の発送時期 7月下旬予定 6月22日（火）に先行発送

※6/9時点の対象者データに基づき送付します。

※6/10以降申請期限までに申請された方には随時送付します。

※12歳以上～59歳以下の方には、 6/29に接種券を送付するので、申請を忘れてしまった

方も接種券の到着をお待ちください。

○留意点

接種には勤務先が発行した「証明書」が必要です。接種会場にお持ち下さい。

※様式は区ホームページからダウンロードできます。 13



９ ６０歳以上～６４歳以下の方への対応

14

申請は不要です。接種券が届くまでお待ちください。

○接種券発送日

7月下旬予定 6月22日（火）に発送



１０ー１ 接種見込み数（12歳以上～59歳以下の方）

○12歳以上～59歳以下の方

約465,000人 （令和４年３月31日時点の満年齢）

○接種率の想定 65％

○接種回数 ２回

想定

465,000人の65%が接種したと想定すると

➢465,000人×65％＝302,250人

➢302,250人×２回接種＝604,500回

接種見込み数

15



１０ー２ 12歳以上～59歳以下の方への対応

16

○接種券の発送時期 6月29日（火）に発送

※今年度中に12歳になる方については、対象年齢に達した翌月原則翌週を目安に発送

感染者の多い20代・30代及び夏季休暇中の接種が可能となるよう10代
の受け付けを先行して開始します。

○19歳以上～39歳以下の方

予約開始日 7月14日（水）

接種開始日 7月16日（金）

○40歳以上～59歳以下の方

予約開始日 7月20日（火）

接種開始日 7月22日（木）

※12歳～17歳（平成16年4月２日生まれ～平成22
年4月１日生まれ）の方は、現時点でファイザー社ワク
チンでの接種となります。

※今後ファイザー社ワクチンは10月以降の供給の見通しが
立っていないため、 接種を希望する12～17歳及び18
歳（現高校３年生）の児童・生徒ができる限り早期
（夏季休暇中等）に接種が可能となるよう予約開始
日を７月９日（金）とします。

（教育総務部と連携し対応）
※平成15年4月2日～平成16年4月1日生まれの方は、

18歳になった時点で、ファイザー社ワクチンと武田/モデ
ルナ社ワクチンのいずれかを接種することができます。

※区の予約受付システムは予約日２日後から接種が可能

○12歳以上～18歳以下の方

予約開始日 7月 9日（金）

接種開始日 7月11日（日）



１０ー３ 12歳～17歳及び18歳（現高校３年生）の接種会場

17

○集団接種会場（ファイザー社ワクチン使用）

日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」、六郷地域力推進センター会議室、
大田区民プラザ体育室

○個別接種医療機関（ファイザー社ワクチン使用）

対象医療機関は区ホームページに掲載しています。

平成15年4月2日～平成16年4月1日生まれの方は、
18歳になった時点で、ファイザー社ワクチンと武田/モデルナ社
ワクチンのいずれかを接種することができます。
（同一のワクチンを２回接種）



１０ー４ 12歳以上～１５歳以下の方への対応

18

今年度中に12歳以上～15歳以下になる方もファイザー社ワクチンの接種
対象となりました。（16歳以上→12歳以上に変更）

◎接種させる場合には、予診票の署名欄に、保護者の氏名を署名してください。予診票に保護者の

署名がなければ予防接種は受けられません。

◎中学生以上のお子様への予防接種については、接種医療機関（接種会場）が認める場合には、

保護者が「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」を読み、予診票に保護者の方が自ら

署名することによって、保護者の同伴がなくても、お子様は予防接種を受けることができます。

◎保護者の同伴なしに接種する場合には、予診票の「電話番号」記載欄には、緊急連絡先（予診

や接種の際に、必ず保護者の方と連絡のつく電話番号）を記載してください。

お子様への接種をお考えの保護者の方へ



１１ー１ 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

➢ファイザー社ワクチン

➢武田／モデルナ社ワクチン
個別接種(医療機関等での接種)

➢ファイザー社ワクチン

19



１１ー２ ワクチン接種体制の見直しについて（１）

20

○区の集団接種において、今後、ファイザー社ワクチン会場と武田／モデルナ社
ワクチン会場のいずれかを選択することが可能となります。

○その理由は、ファイザー社ワクチンの供給量が減少傾向にあり、10月以降、供給の
見通しが立っていないこと、また、区の集団接種会場において武田／モデルナ社ワクチ
ンの使用が認められたことが挙げられます。

○ただし、武田／モデルナ社ワクチンについては、企業の職域接種によるワクチン需要が
想定を上回り、区の集団接種において供給見込みが不明確な状況となっています。

今後、集団接種会場においては、会場を集約し、効率的に接種を実施する必要がある。



21

（1）大田区民ホール・アプリコは、8月から武田/モデルナ社ワクチン接種

会場に変更します。

（2）キヤノン株式会社下丸子体育館、大田区産業プラザPiOについて

は、武田/モデルナ社ワクチン会場として開設します。

（3）嶺町集会室、池上会館での接種は7月末までとします。大田区民

プラザ及び六郷地域力推進センターは9月まで継続する予定です。

（4）地域での接種を希望される方のために、新たに60か所の医療機

関を追加し、7月以降は区内260か所で接種を実施します。

１１ー３ ワクチン接種体制の見直しについて（２）



１１ー４ ワクチン接種体制の見直しについて（３）

22
※接種会場、接種スケジュール変更する場合は、区ホームページ、SNS等にてお知らせします。

凡例

7月 8月 9月 10月 11月以降

キヤノン株式会社
下丸子体育館

７月７日（水）
　７月１２日
　　　～９月３０日

大田区産業プラザPiO ７月２０日（火）
　８月1０日
　　　～９月３０日

大田区民ホール・アプリコ
展示室

７月２０日（火）
　８月２日
　　　～９月３０日

大田区民プラザ体育室

六郷地域力推進センター
会議室

日本工学院専門学校
12号館「ギャラリー鴻」

池上会館

嶺町集会室

蒲田地域庁舎

大森地域庁舎

糀谷・羽田地域庁舎

調布地域庁舎

７月７日（水）
　８月１日
　　　～９月３０日

７月末で終了

武田／
モデルナ社

ファイザー社

ワクチンメーカー 接種会場 予約開始日
接種期間
※随時延長

接種期間（全体想定）

８月以降、ファイザー社から武田／モデルナ社の

会場に変更します。

（9月まで延長予定）

※10月は

ワクチン

供給量に

応じて実

施を判断

します



１１ー５ ２種類のワクチンを使用するうえでの注意喚起

23

○国からの通知によると、区の接種体制において、今後、ファイザー社ワクチン会場と

武田／モデルナ社ワクチン会場のいずれかを選択することが可能となります。

○また、ファイザー社ワクチンは10月以降の供給の見通しが立っておりませんので、
１回目のみ接種し、２回目の接種漏れが無いよう、できるかぎり２回分の接種
予約をしていただきますようよろしくお願いいたします。

○２回分の接種をする際は、異なるワクチンを接種することが無いようワクチンごとに
会場が分かれています。予約の際は使用するワクチン種別を確認するようご注意
下さい。
※予約受付時にホームページや予約システム等でワクチン種別がわかるように工夫

いたします。
※各接種会場内には、ワクチン種別を示す注意喚起の案内物を設置する予定です。

○ワクチン種別毎に接種間隔が異なります。
・ファイザー社ワクチンについては、１回目の接種から３週間空けて（３週間後の同じ
曜日に）、２回目を接種してください。 （P47参照）

・武田/モデルナ社ワクチンについては、１回目の接種から４週間空けて（４週間後の
同じ曜日に）、２回目を接種してください。（P48参照）



１１ー６ ワクチンの分配方法（ファイザー社ワクチン）

○ファイザー社ワクチン
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。

24



１１ー７ ワクチンの配送方法（武田／モデルナ社ワクチン）

○武田／モデルナ社ワクチン
メーカーから接種施設に納品されます。

25

メーカー
国内倉庫 区集団接種会場

（冷凍庫設置 －20℃）

直送



１２ 区施設・医療機関数及び想定接種回数
○会場ごとの想定接種回数

※集団接種は各集団接種会場の想定接種回数を合算することにより算出

※医療機関は各医療機関の想定接種回数を合算することにより算出

※病院については、接種体制が整い次第となるため、現在調整中
26

高齢者の方(65歳以上の方)の接種見込み数は226,200回（※P4参照）。
7月末までに高齢者の方(65歳以上の方) に２回接種を完了することが可能。

126,000

合計 5,400 104,000 227,200

医療機関
病院 16 調整中 13,000 29,000

診療所 180程度 200 55,000

接種会場区分 会場数 ５月 ６月まで　(累計) ７月まで　(累計)

集団接種 9 5,200 36,000 72,200



１３ー１ 集団接種会場（ファイザー社ワクチン）

９か所

区内９か所に「集団接種会場」を設置します。

27

※「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。確定次第、区報、区ホームページでお知らせします。

接種開始日 会場名 日程(予定) レーン数

5月25日 大田区民ホール・アプリコ展示室 原則毎日(月～日) 4

5月25日 池上会館西館 週２日(火・金) 2

5月26日 嶺町集会室 週３日(月・水・木) 2

6月1日 六郷地域力推進センター会議室 週３日(火・金・日) 3

6月1日 大森地域庁舎 週３日(火・土・日) 3

6月2日 大田区民プラザ体育室 週２日(水・土) 6

6月5日 調布地域庁舎 週２日(土・日) 2

6月6日 糀谷・羽田地域庁舎 週３日(月・土・日) 2

蒲田地域庁舎 ※ 2

※接種時間は各会場、午前10時～午後7時です（大田区民ホール・アプリコ展示室は午後8時まで）。



１３ー２ 集団接種会場（２）

28



１３ー３ 集団接種会場の追加について（１）

29

○開設日

1回目接種分 6月20日（日）、 6月26日（土）、 6月27日（日）

2回目接種分 7月11日（日）、 7月17日（土）、 7月18日（日）

○レーン数 ２

○開設時間 午前10時～午後５時

○予約開始日 ６月１日（火）午前8時30分

○予約方法 ①区のホームページから予約受付システムを利用する。

②大田区新型コロナワクチン接種コールセンターを利用する。

接種会場として、新たに「馬込第三小学校」を追加します。

この会場は、1 回目と2 回目を一緒にご予約いただく会場です。
※2回目の予約は、原則として1回目の同時刻をご予約ください。

6月20日に1回目の接種をした方は → 2回目の接種は7月11日
6月26日に1回目の接種をした方は → 2回目の接種は7月17日
6月27日に1回目の接種をした方は → 2回目の接種は7月18日



１３ー４ 集団接種会場の追加について（２）

30

○開設日

1回目接種分 6月29日（火）、 6月30日（水）

2回目接種分 7月22日（木）、 7月23日（金）

○開設時間 午前10時～午後6時

○予約開始日 ６月14日（月）午前8時30分

○予約方法 ①区のホームページから予約受付システムを利用する。

②大田区新型コロナワクチン接種コールセンターを利用する。

接種会場として、新たに「大森海苔のふるさと館」を追加します。

この会場は、1 回目と2 回目を一緒にご予約いただく会場です。
※2回目の予約は、原則として1回目の同時刻をご予約ください。

6月29日に1回目の接種をした方は → 2回目の接種は7月22日
6月30日に1回目の接種をした方は → 2回目の接種は7月23日



１３ー５ 集団接種会場の追加について（３）

○開設日 6月20日（日）から 7月31日（土）まで

○開設時間 午前10時～午後6時

○会場場所 日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」

大田区西蒲田５-２３-２２ JR蒲田駅より徒歩２分

○予約方法 ①区のホームページから予約受付システムを利用する。

②大田区新型コロナワクチン接種コールセンターを利用する。

接種会場として、新たに「日本工学院専門学校」を追加します。

○予約開始日 6月１4日（月）午前8時30分

※予約枠は65歳以上の方で２回目の接種がお済でない方の接種にも使用します。

接種実施期間 予約枠数

６月２０日（日）～７月３１日（土） 約３７，０００回

※「60歳以上～64歳以下の方」 、「基礎疾患等を有する方（59歳以下方）」、
「高齢者施設等の従事者（59歳以下の方）」も予約することができます。

（こうのとり）

31



１３ー６ 聴覚障がいのある方（65歳以上の高齢者）への
対応について

32

○対象者

聴覚に障がいがあり、ワクチン接種にあたり、手話通訳・要約筆記の支援が必要な65歳以上の方

○開設日 第1回接種日 6月10日（木）、 6月24日（木）、 7月7日（水）

第2回接種日 7月1日（木）、 7月15日（木）、 7月29日（水）

○場所 障がい者総合サポートセンター（さぽーとぴあ） A棟５階多目的室

接種会場には、常時、手話通訳者を配置します。要約筆記が必要な場合は、希望する方

の予約の日時にあわせて配置します。

○予約方法 FAXのみ 03-5744-1592

○申込先：障害福祉課 障害者支援担当（施設） 締切：令和3年6月3日（木）まで

手話通訳派遣登録・要約筆記派遣の利用実績がある65歳以上の聴覚障がいのある高齢

者には、区から接種日についての案内文とFAX予約のための送信票を送付しています。

※接種を希望する人はFAX送信票を送ってください。

『手話通訳等が必要な聴覚に障がいのある方専用の接種会場』を開設します。



１３ー７ 聴覚障がいのある方（65歳未満の方）への対応に
ついて

33

〇対象者

聴覚に障がいがあり、ワクチン接種にあたり、手話通訳・要約筆記の支援が必要な65歳

未満の方

〇開設日 第1回接種日 8月2日（月）、8月16日（月）

第2回接種日 8月23日（月）、9月6日（月）

〇会場 障がい者総合サポートセンター（さぽーとぴあ）Ａ棟５階多目的室

接種会場には、常時、手話通訳者を配置します。要約筆記が必要な場合は、希望する

方の予約の日時にあわせて配置します。

〇予約方法 ＦＡＸのみ ０３－５７４４－１５９２

○申込先：障害福祉課 障害者支援担当（施設） 締切：令和3年7月26日（月）

手話通訳派遣登録・要約筆記派遣の利用実績がある65歳未満の聴覚障がいのある方

には、区から接種日についての案内文とＦＡＸ予約のための送信票を送付しています。

※接種を希望する人はＦＡＸ送信票を送ってください。

65歳以上の高齢者と同様に「聴覚障がいのある方専用の接種会場」を開設します。



１３ー８ 障がいのある方を対象とした巡回接種について

34

〇障がい者総合サポートセンター

実施日 第1回 8月10日（火） 第２回 8月30日（月）

〇障がい者施設

会場 区内障がい者福祉施設19か所

実施時期 調整中

〇問合先

障害福祉課 障害者支援担当（施設）

集団接種会場や個別接種会場での接種に不安を感じている障がいのある方を対象に、

巡回接種を行います（区が委託した医療機関による巡回接種）。



１３ー９ 集団接種会場（武田/モデルナ社ワクチン）

7月以降、武田／モデルナ社ワクチンを使用する会場を新設します。

現時点で18歳以上の方が対象の会場です。

35

※今後ワクチンの追加に伴い、接種会場を新設・変更する可能性があります。
確定次第、区報、区ホームページでお知らせします。

※10月以降の予約は状況を見て追加受付する予定です。

※大森スポーツセンターは、8月から武田/モデルナ社ワクチン接種会場とする予定でし
たが、国からのワクチン供給があり次第、速やかに開設できるよう準備します。

会場名 接種期間

キヤノン株式会社下丸子体育館 ７月１２日～９月３０日

大田区民ホール・アプリコ展示室 ８月２日～９月３０日

大田区産業プラザ（PiO） ８月１０日～９月３０日

大森スポーツセンター 調整中



１３ー１０ 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
・本人確認書類の確認
・予診票記入有無の確認

②予診票確認
記入内容の確認

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 36



１４ー１ 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。

16か所の病院 180程度の診療所

180程度開設する予定です。・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 ・京浜病院（追加）

37

※個別接種医療機関は、区ホーム

ページに掲載してします。



１８０程度の診療所

※６月中にワクチンの冷凍配送準備と
診療所へ冷凍庫配備が完了予定

※医療機関一覧

接種券に同封している 「接種会場一覧」

または

区ホームページに掲載

１４ー２ 個別接種医療機関における接種スケジュール

38

個別接種医療機関については、ワクチン供給量をはじめ、ワクチンの保管、配送、
予約受付等の接種体制が整った医療機関から順次接種を行います。

４か所の診療所

１ あらい内科・脳神経クリニック
２ 池上みなみ内科クリニック
３ 鈴木クリニック
４ はすぬまクリニック

※ディープフリーザーを設置し、基本型接種施
設として登録済みの診療所

※令和３年１月に実施した接種意向調査
により、先行して接種が可能な診療所

１６か所の病院 ※Ｐ37参照

※接種実施中

５月２５日接種開始 ６月７日以降順次接種開始



１４ー３ 個別接種医療機関における予約について

39

接種体制が整った医療機関から接種を開始します。

○予約開始日 ６月１日以降、順次予約受付を開始します。

○接種開始日 ６月７日以降、接種を開始します。

○予約方法 ①区（コールセンター、予約受付システム）で予約する。

②医療機関（電話、HP、来院）で予約する。

※予約方法の詳細は区ホームページでご確認ください。

○４か所の診療所（※Ｐ38参照）では、先行して5月21日予約開始し、５月25日から

接種を開始します。

あらい内科・脳神経クリニック（東糀谷）、池上みなみ内科クリニック（池上）、

鈴木クリニック（大森西）、はすぬまクリニック（西蒲田）



１４ー４ 個別接種医療機関における予約の留意点

40

6月1日（火曜日）8時30分以降、準備の整った医療機関から順次、予約受付を開始します。

個別接種（病院、診療所）により、予約方法が異なります。

予約方法の分類は以下のとおりです。

大田区で予約 医療機関で予約 予約方法

〇 区（コールセンター・予約サイト）のみで予約できます。

〇（電話番号） 医療機関にお問い合わせください。

〇（HP確認） 医療機関のホームページをご確認ください。

〇（来院して予約） 医療機関に来院して予約、ご確認ください。

〇 〇（電話番号、HP確認、来院して予約） まずは区（コールセンター・予約サイト）で予約をお申込みください。

〇 〇（予約方法確認中） まずは区（コールセンター・予約サイト）で予約をお申込みください。

予約方法の見方

※予約方法・予約開始日の記載は5月28日時点の状況です。（随時更新してまいります。）
※医療機関一覧は5月28日から区設掲示板に掲示しました。



１４ー５ 個別接種医療機関の追加について

○個別接種医療機関として、新たに６０か所程度追加します。

○開設時期 ７月５日の週にワクチンが供給され次第開設予定

41

※詳細については６月中に区ホームページにてお知らせします。

7月末までの各医療機関の予約空き状況について、区ホームページにて
公表しています。



１４ー６ 往診等を受けている方への個別接種について

42

以下に該当する方に対して個別接種を実施します。

○持病があり、往診専門診療所の診療を受けている方

○慢性の腎臓病があり、人工透析を受けている方

○有床診療所に入院されている方等

●接種開始日 ６月30日以降、順次接種を開始します。

※詳細については、かかりつけ医にご相談してください。



１５ー１ 64歳以下の予約スケジュールについて

43

※予約スケジュールを変更する場合は、区ホームページ、SNS等にてお知らせします。

対象区分 予約開始日 対象会場 ワクチン

接種券が届き次第 日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」

大田区民プラザ体育室、六郷地域力推進センター会議室、

個別接種医療機関

【新設】キヤノン株式会社下丸子体育館 武田/モデルナ社

12歳以上～18歳以下の方 7月9日（金） 上記集団接種会場、個別接種医療機関 ファイザー社

上記集団接種会場、個別接種医療機関 ファイザー社

上記集団接種会場 武田/モデルナ社

上記集団接種会場

個別接種医療機関
ファイザー社

上記集団接種会場、【新設】大田区産業プラザPiO、

大田区民ホール・アプリコ展示室（※８月以降使用ワクチン

切り替え）

武田/モデルナ社

・60歳以上～64歳以下の方

・基礎疾患等を有する方

（59歳以下の方）

・高齢者施設等の従事者

（59歳以下の方）

ファイザー社

7月７日（水）

19歳以上～39歳以下の方 7月14日（水）

40歳以上～59歳以下の方 7月20日（火）



１５ー２ 予約枠の拡充について

一人でも多くの方にワクチンを接種いただくため、 運営作業の効率化を図ることで、
６月14日以降、集団接種会場の１日当たりの予約枠を追加します。

予約開始日 6月７日（月）午前8時30分

※運営状況に応じて、予約枠を追加する場合があります。詳細は、区ホームページ、SNS等
にてお知らせします。

44

○対象会場
大田区民ホール・アプリコ展示室、池上会館西館、嶺町集会室、
六郷地域力推進センター会議室、大森地域庁舎、大田区民プラザ体育室、
調布地域庁舎、糀谷・羽田地域庁舎、蒲田地域庁舎

接種実施期間 予約枠数
６月１４日（月）～７月３１日（土） 約9,000回



１５ー３ 予約方法の変更について

５月21日頃に届く接種券送付書類に記載してある内容を変更しました。

当初は一週間単位で予約を受け付ける予定でしたが、ワクチン供給量の見込みが立
ちましたので、7月末までの予約を受け付けます。（２回目の接種予約が可能）

予約開始日 初回 5月21日（金）午前8時30分
次回 5月25日（火）午前8時30分

集団接種会場の予約スケジュールの変更

変更前

予約枠を２回に分けて
受付します。

※今後、ワクチン供給が安定的に行われる予定ですので、
供給量に応じて、順次、予約可能数を拡充するとともに、
随時、最新状況を区ホームページ等でお知らせしてまいります。

変更後

当初は６月中下旬に予約開始としていましたが、準備の整った医療機関から6月1日以降順次予約受付を

開始し、6月7日以降、接種を開始します。

予約開始日 接種実施期間 予約枠数

５月２１日（金） 約43,000回

５月２５日（火） 約29,200回

５月２５日（火）～７月３１日（土）

個別接種医療機関の予約開始日の変更

45



１６ー１ 接種予約について
○予約開始時期

接種券発送後、所定の時期から接種の予約受付を開始する予定です。

接種には事前予約が必要です。

○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。

46

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。



１６ー２ 接種予約について（ファイザー社ワクチン）

１回目の予約時に３週間以降の２回目の予約を同時にお取りください。

47

※予約状況によっては2回目の予約ができないことがあります。あらかじめご了承ください。

ファイザー社ワクチンについては、
１回目の接種から３週間空けて
（３週間後の同じ曜日に）、
２回目を接種してください。

例：6月1日（火）に1回目を
予約したら、2回目は6月
22日（火）以降の予約
が可能

日 月 火 水 木 金 土

１
接種

１回目

２
①

３
②

４
③

５
④

６
⑤

７
⑥

８
⑦

９
⑧

１０
⑨

１１
⑩

１２
⑪

１３
⑫

１４
⑬

１５
⑭

１６
⑮

１７
⑯

１８
⑰

１９
⑱

２０
⑲

２１
⑳

２２
接種

２回目

２３ ２４ ２５ ２６

２７ ２８ ２９ ３０

できるだけ速やかに２回目を接種

その場合

３週間を過ぎる場合は、できる
だけ速やかに接種してください。



１６ー３ 接種予約について（武田/モデルナ社ワクチン）

１回目の予約時に４週間以降の２回目の予約を同時にお取りください。

48

※予約状況によっては2回目の予約ができないことがあります。あらかじめご了承ください。

武田/モデルナ社ワクチンについては、
１回目の接種から４週間空けて
（４週間後の同じ曜日に）、
２回目を接種してください。

例：8月1日（日）に1回目を
予約したら、2回目は8月
29日（日）以降の予約
が可能

日 月 火 水 木 金 土

1
接種

１回目

２
➀

３
②

４
③

５
④

６
⑤

７
⑥

８
⑦

９
⑧

１０
⑨

１１
⑩

１２
⑪

１３
⑫

１４
⑬

１５
⑭

１６
⑮

１７
⑯

１８
⑰

１９
⑱

２０
⑲

２１
⑳

２２
㉑

２３
㉒

２４
㉓

２５
㉔

２６
㉕

２７
㉖

２８
㉗

２９
接種

２回目

３０ ３１

できるだけ速やかに２回目を接種

その場合

４週間を過ぎる場合は、できる
だけ速やかに接種してください。



１６ー４ 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。

※予約受付開始に備えてサーバーを強化

します。

○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回線を確保しています。

※予約受付開始に備えて50回線の増設（合計174回線）。

※外国籍の方も安心して相談・予約できるように、専用コールサポートセンターを

設置します。

簡単・便利！ ～一人ひとりにあった予約方法を選べる！～

49

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



１７ー１ 予約キャンセル待ち等の申し込みについて

50

集団接種会場における接種日当日、キャンセル待ち申込者リストの方に対して、区から
電話します。

○目的 ・当日キャンセルに伴う希釈後のワクチン廃棄を無くすため

・早期にワクチン接種を希望する方へ対応するため

○対象者 大田区が発行した新型コロナワクチン接種の接種券をお持ちの方

○申込方法 ・区ホームページから電子申請（パソコン、スマートフォン）

毎日、午前9時00分から午後3時00分まで受け付け

・大田区キャンセル待ち申込み専用コールセンター 03-5744-1761

毎日、午前９時00分から受け付け、受付枠が無くなり次第受け付け終了

※状況に応じて申込枠数は変更します。

※接種予約を保証するものではありませんのでご留意ください。
※キャンセル待ちで１回目の接種を受けることができた場合でも、２回目の接種機会は保証できま

せん。２回目の接種はご自身で予約をお取りいただく必要があります。
※誤接種を防ぐため、ファイザー社ワクチンを使用する会場、武田/モデルナ社ワクチンを使用する会場

それぞれの申し込みフォームを作成しています。１回目の接種の方は、両方へ申し込みができます。
2回目接種の方は、1回目の接種と同じワクチンを使用する会場に申込みをお願いします。



51

予約キャンセル待ち等の流れについては以下の通りです。

①日ごとに予約キャンセル待ちの申込みを受け付けます。

申込方法 ・区ホームページから電子申請（パソコン、スマートフォン）

・大田区キャンセル待ち申込専用コールセンター 03-5744-1761

※キャンセル待ち申込みリストの有効期間は原則として申し込み当日のみです。

ただし、電子申請及びコールセンターのどちらも、日曜日、祝日については、申込みを

直前の営業日に受け付けます。営業日は平日、土曜日（日曜日、祝日除く）です。

②申請日の午後３時から午後5時の時間に、キャンセル待ち申込者リストの上位者に対して、

区から電話します。

③午後４時30分頃から午後７時00分頃（アプリコのみ８時00分頃）までの指定された時間

までに接種会場へ入室をお願いします。

１７ー２ 予約キャンセル待ち等の流れについて

大田区から連絡をしたときに（午後３時から午後８時まで）お電話に出られなかった場合、または、
指定時間まで（連絡から15分～30分程度）の来場が難しい場合は、次の方にご連絡いたします。
※後ほど折り返しいただいても対応できませんので、キャンセル待ち申込期間中はすぐにお電話に出ら

れるようお願いします。



１８ ワクチン接種の２回目の予約がお済みでない方への支援

対象者 ・５月２５日～７月１０日の期間に１回目の予約は入っているが２回目の予約がお済でない方

・７月１１日～７月３１日の期間に１回目の接種予約が入っているため、２回目の接種が８月

１日以降になってしまう方

方法 大田区新型コロナワクチン予約調整コールセンター（050-3000-6978）より６月１４日から
順次対象者へ入電し（自動音声）、コールスタッフが本人の希望を確認のうえ、２回分の接
種を調整します。

※原則として、区が日時を指定し、接種日を調整します。接種間隔は３週間からできるだけ早い時期に調整します。
※調整の結果、すでに予約されている会場と異なる会場となる場合があります。
※個別接種医療機関にて１回分のみ予約が入っている方も、集団接種会場を対象に予約を調整します。

例① １回目の予約をキャンセルし、２回分まとめて予約し直す場合

集団接種会場アプリコで７月３０日に１回目のみご予約されている方は、２回目の接種日は
８月２０日以降となってしまいますので、１回目と２回目を別の集団接種会場で取り直します。

例② １回目の予約を残して、２回目のみ予約する場合

集団接種会場池上会館で６月１日に１回目のみご予約されている方は、 ２回目は６月２２
日のできるだけ早い時期に池上会館を予約します。

７月末までに２回目の接種予約がお済でない方に対して、個別に電話連絡をとり、２回目の接種に
ついて調整させていただきます。
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１９ 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
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２０ 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です。
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13日に発行しました。

○コールセンターで気軽に問い合わせが可能です。
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２１ インターネット予約支援について

55

○対象者 65歳以上の方（ご家族等のサポートを得ることが困難な方）

○支援期間 令和3年6月7日（月）～令和3年6月24日（木）

※期間終了後も通常の相談業務として対応します。

○支援時間 8時30分～17時00分（月曜日～金曜日）

○場所 18特別出張所

大森東、大森西、入新井、馬込、池上、新井宿、嶺町、田園調布、鵜の木、

久が原、雪谷、千束、六郷、矢口、蒲田西、蒲田東、糀谷、羽田

○持ち物 ①接種券が同封された封書

②スマートフォン(お持ちの方)

※スマートフォンをお持ちでない方もご相談ください。

新型コロナワクチン接種インターネット予約を18特別出張所でお手伝いします。

※集団接種会場において、予約日の確認や変更等を対応できるスタッフを配置する予定です。



２２ 区内在住外国人の方への支援
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○電話通訳（3地点3者間通訳）

外国人の方がコールセンターに予約や相談をする際に、外国人とコールセンターの間に通訳

コールセンターを介して繋げることで、外国語による相談・予約が可能です。

電話番号：03-6436-4731 対応時間：8時30分～17時15分（月曜日～土曜日）

○テレビ電話通訳

外国人の方が集団接種会場に来た際にタブレット端末を使用し、通訳オペレーターとタブレット

の映像と音声により通訳を行います。

○音声AI通訳（AI翻訳含む）

タブレットにAI翻訳アプリを入れ、外国人と会場スタッフにより翻訳対応を行います。

区内在住外国人の方が、予約から接種まで円滑な対応を行えるよう、支援します。

英語・中国・ハングル・ポルトガル・スペイン・ベトナム・タガログ・ネパール・インドネシア・タイ・
ロシア・ヒンディー・フランス

対応言語（全13言語）



２３ー１ 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。
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２３ー２ 送付書類イメージ（１）

・接種券（クーポン券）・封筒
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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



２３ー３ 送付書類イメージ（２）

・国からの案内 ・区からの案内 ・予診票
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２３ー４ 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
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