
大田区新型コロナワクチン接種事業のあゆみ

日付 出来事 内容

4月19日大田区におけるワクチン接種を開始 特別養護老人ホームに入所している方から接種を開始

5月8日外国人の方への支援開始
外国人の方が安心して予約から接種まで行えるよう電話通訳等を開始（全
13言語）

5月21日65歳以上高齢者の予約受付開始
地域の自治会・町会や民生委員などが、町会会館や特別出張所で自主的
に予約支援を実施

5月25日
集団接種会場での接種開始
（65歳以上高齢者）

区内9か所で集団接種を開始（65歳以上の高齢者の方が対象）

5月25日キャンセル待ち予約対応を開始
集団接種会場でのワクチン廃棄をなくすため、また早期のワクチン接種を希
望する方に対応するため、キャンセル待ち制度を開始し、毎日対応

6月7日特別出張所での予約支援開始
18特別出張所で高齢者のインターネット予約のサポートを開始（配置した予
約支援員、特別出張所職員、地域の民生委員さんなどの協力も）

6月7日
個別接種医療機関での接種が本格スタート
（65歳以上高齢者）

先行して接種を開始していた診療所・病院に180程度の診療所を加え、合計
約200の区内医療機関で接種を本格スタート

6月10日聴覚障がいのある方（65歳以上）への接種開始
複数の日時を設定して、区立障がい者総合サポートセンターへ手話通訳
者・要約筆記者を配置することで、聴覚障害のある方が安心して接種を受け
る態勢を整備。予約はFAX予約。

6月14日オートコール（自動架電）実施：～23日
高齢者（7月31日までにファイザーで1回目の予約しか確認できていない65
歳以上の区民）に対して、2回目予約勧奨を実施

6月20日学校法人から会場提供を受け、接種開始
学校法人片柳学園から会場提供を受け、日本工学院専門学校（JR蒲田駅
前）でファイザーワクチン接種会場の増設

6月30日往診等を受けている方への個別接種開始 区内複数の訪問診療医が、往診時にワクチン接種を開始
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大田区新型コロナワクチン接種事業のあゆみ

日付 出来事 内容

7月モデルナワクチンの供給を受けられることに

区内の接種会場をさらに確保できたことで、国に申請し、大田区は武田／モ
デルナ社製ワクチンを確保できた。
（参考）
大田区産業プラザ（PiO）（京急蒲田駅前）会場は、1日最大2880回接種が可
能。
8月から集団接種会場の使用ワクチンを一部切り替え、ファイザー3会場、武
田／モデルナ3会場に整理し、この大規模接種会場（大田区産業プラザ
（PiO）)で8/10から接種を開始したことで、個別医療機関のファイザー接種と
併せて、その後の接種が一気に加速。

7月5日個別接種医療機関の追加
個別接種医療機関に新たに60か所程度が追加。最大時は区内約290医療
機関が協力。

7月6日集団接種会場での予約支援開始
集団接種会場に、予約支援員を配置（特に、2回目予約がまだの方、未予約
者で会場を下見にいらした方などへ予約支援）

7月7日
60歳～64歳、基礎疾患等を有する方等の予約
受付開始

基礎疾患等を有する方、高齢者施設等の従事者、60歳～64歳の方

7月9日12歳～18歳の方の予約受付開始
※ 大田区は、家庭内感染防止と夏休み中に2回の接種が完了するよう、高
齢者層の次に小中高生から先に予約受付を開始した。

7月12日民間企業から会場提供を受け、接種開始
キヤノン株式会社から会場提供を受け、同社下丸子体育館において武田／
モデルナワクチン接種開始

7月14日19歳～39歳の方の予約受付開始

7月20日40歳～59歳の方の予約受付開始
※ 小中高生と11日差ではあるが「大田区は重症化率の高い40歳以上を後
回しにした」とのご批判を一部から受ける。
（基礎疾患をお持ちの方の予約は、7/7から受けていた）

7月26日ワクチンパスポート申請受付開始
海外渡航その他の事情により、必要となる方へ発行。航空関係者が多く居
住している大田区特有の事情もあり、思いの外、当初想定よりも需要が多
かった。
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大田区新型コロナワクチン接種事業のあゆみ

日付 出来事 内容

8月から集団接種会場を再編整理して運用開始

5月25日から高齢者フェーズで区内９か所で行っていた（小規模）集団接種
会場の運用を7月までで終了し、8月からは比較的規模が大きく交通至便な
会場を設定し、ファイザー３か所、武田／モデルナ３か所に集約して接種を
加速

8月2日
聴覚障がいのある方（64歳以下の方）への接種
開始

複数の日時を設定して、区立障がい者総合サポートセンターへ手話通訳
者・要約筆記者を配置することで、聴覚障害のある方が安心して接種を受け
る態勢を整備。予約はFAX予約。

8月4日
障がいのある方への接種開始
（施設巡回と特設日の設定）

区内19障がい者福祉施設、障がい者総合サポートセンターにおいて、巡回
接種を実施

8月10日
大規模接種会場である
大田区産業プラザ（PiO）会場の運用開始

大田区産業プラザ（PiO）（京急蒲田駅前・武田／モデルナ）会場は、1日最
大2880回接種が可能な大規模接種会場

8月中旬
路上生活を余儀なくされている方への接種勧奨
開始

大田区福祉事務所（蒲田生活福祉課）と連携し、社会福祉法人や民間支援
団体にご協力いただき、駅周辺アーケード、公園、多摩川河川敷等の巡回
相談の際に、ワクチン接種勧奨チラシを配布していただく。希望者は後日、
（支援者に伴われるなどして）区役所に来庁、接種券発行や予約支援。

8月14日オートコール（自動架電）実施：～19日
ファイザー2回目予約勧奨（9月30日までにファイザーで1回目の予約しか確
認できていない区民）

8月19日
大田区ホームページで公表している「ワクチン
接種状況」を円グラフにリニューアル

接種の進捗状況や今後の見通しが一目でわかるように、接種状況を円グラ
フを用いて公表開始。接種意欲勧奨のためにも、区民全体の接種動向を見
やすく公開。1回目予約状況も含めてグラフ化することで、将来の接種状況
まで見える化した事例は珍しいと思われる。

8月30日オートコール（自動架電）実施～9月15日
武田／モデルナ2回目予約勧奨（9月30日までに1回目の予約しか確認でき
ていない区民）
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大田区新型コロナワクチン接種事業のあゆみ

日付 出来事 内容

9月1日妊娠中の方への優先予約を受付開始 妊娠中の方、夫、パートナーの方を対象に優先予約枠を設定。

9月13日
若年層（12歳～29歳）の方への優先予約を受付
開始

若年層の方、同居されているご家族の方に加え、11歳以下の方と同居され
ているご家族の方も対象に、優先予約枠を設けた。

9月13日今日・すぐ☆ワクチン
当日予約を受付開始（大田区産業プラザ（PiO）・武田／モデルナ会場）。そ
の後、ファイザー会場も設定。

9月13日はねぴょん健康ポイントとの連携
健康づくりを目的とした『はねぴょん健康ポイント』（抽選で景品ありと連携し
た取組みを実施。接種実績（自己申告）でポイントインセンティブ。

9月28日通勤・通学☆大田でワクチン
区内感染蔓延防止の一助として、昼間人口である区内在勤・在学の方への
予約受付開始（大田区産業プラザ（PiO）・武田／モデルナ会場）。その後、
ファイザー会場も設定。

10月9日オートコール（自動架電）実施

①ファイザーで11月3日以降に1回の予約があり、他の接種履歴と予約が確
認できない区民
②武田／モデルナで10月27日以降に1回の予約があり、他の接種履歴と予
約が確認できない区民

10月16日オートコール（自動架電）実施：～19日 1回目の予約があり、他の接種履歴と2回目予約が確認できない区民

10月18日在宅療養者等の個人宅への訪問接種を開始
訪問診療医との繋がりがなく自力で接種会場に行けない方へ、区が訪問接
種を開始

10月19日オートコール（自動架電）実施
10代・20代の若年男性で武田／モデルナ社のワクチンを予約中、または1回
目接種をすでに終えられた区民へ、ファイザーが選択できる旨を連絡
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大田区新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種の周知・広報・支援

区の広報手段を利用して

【おおた区報】
・定期発行（毎月1日号（全戸配布）、11日号・21日号（新聞折込））の区報に随時情報掲載
・感染症・ワクチン特集の臨時号（全戸配布）を発行（5月13日号、7月13日号）

【区設掲示板】
・区内（主に区道等）約900か所に設置している区の掲示板に、
随時ワクチン接種勧奨ポスターを掲示

【大田区公式ホームページ】
・ワクチン接種に関する様々な情報を逐一掲載
・「大田区新型コロナウイルスワクチン接種実施計画」を、更新するごとに掲載

【大田区公式ツイッター】
・「接種勧奨」、「予約方法の案内」、「各種優先予約の紹介」、
「予約空き状況（実際にネット予約カレンダーで空いている画像を添付）」などを、
毎日に数回ずつ繰り返しツイート
区議会議員をはじめいろいろなまちの方がリツイートして、さらに拡散
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大田区新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種の周知・広報・支援

対象者別の周知・広報・支援

【高齢者への支援】

・区内18特別出張所で予約支援（区職員、派遣職員、民生委員）
・区内自治会・町会が、町会会館などで独自に予約支援を実施
・大田区社会福祉協議会の登録ボランティアが、高齢者の予約支援や接種同行支援

【障害のある方への支援】

・視覚障がい者の接種券封筒に点字テプラを貼付して郵送
・知的障がい・精神障がいのある方用に、「やさしい日本語」で接種案内を作成して同封
・聴覚障がい者が不安なく接種を受けることができるよう、
特設接種日に手話通訳者・要約筆記者を配置
接種案内の音声CDを作成し、貸し出し用として区の障害福祉の各部署へ配布
・その他の障がいのある方のための特設接種日を別に設定
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大田区新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種の周知・広報・支援

対象者別の周知・広報・支援

【若者への支援】

・大田区公式ツイッターで、予約空き状況等内容を変えた情報を毎日数回ツイート
・大田区公式LINEや子育て応援メール（妊産婦・就学前児童保護者あて）で随時配信
・区設掲示板に人気アニメを連想させるデザインイメージの接種勧奨ポスターを掲示
・区と専門学校生がコラボし、接種会場待合スペースをアートギャラリーに（作品展示）

【外国人への支援】（「国際都市おおた」として）

・一般財団法人国際都市おおた協会が外国人ネットワークで在住外国人へ情報拡散
・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・予約を可能に
・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実施
・予約支援員が持つタブレットにAI翻訳アプリを導入
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大田区新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種の周知・広報・支援

対象者別の周知・広報・支援、その他の対応

【路上生活を余儀なくされている方への支援】

・大田区福祉事務所と連携し、社会福祉法人や民間支援団体にご協力いただき、
駅周辺アーケード、公園、多摩川河川敷等の巡回生活相談の際に、
ワクチン接種勧奨チラシを配布していただく
・希望者は後日、支援者に伴われるなどして区役所に来庁
・区が接種券発行や予約支援

【その他の対応】

・予約時の電話番号宛てへのオートコール（自動音声による架電）で、
２回目未予約者等へ接種勧奨。希望者は折り返しコールセンターへ電話相談。
・高齢者の次に若年層から予約受付
（若年層からの家庭内感染防止と夏休み中に2回接種を完了してほしかったため）
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若者向けに集団接種完了・予約勧奨ポスター①
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集団接種ネット予約終了の告知ポスター②
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大田区新型コロナワクチン接種率①
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大田区新型コロナワクチン接種率②
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大田区新型コロナワクチン接種率③
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年代別1回目接種率推移

65歳以上

60～64歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

12～19歳

12～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65歳 合計
40,500 100,700 102,300 109,600 104,600 37,300 171,000 666,000

大田区新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種率の年代別推移

5/25
高齢者の集団接種開始

6/7

区内病院に続き、区内診療所での
個別接種が本格始動

6/20

学校法人片柳学園の協力により、日本工学院
専門学校（JR蒲田駅至近）で集団接種開始
原則毎日実施、18：00まで入場可能

7/7
60～64歳・基礎疾患を有する方の予約受付開始
7/9
若年層（10代）の接種予約を受付開始

7/12

キヤノン株式会社の協力により、同社下丸子体育館
でモデルナワクチン集団接種開始
原則毎日実施、18：30まで入場可能

8/10
1日最大2,880回の接種が可能な
大田区産業プラザ（PiO・京急蒲田駅前）
で集団接種開始
原則毎日実施、19：30まで入場可能
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自衛隊大規模接種センター
運用開始

接種対象者（人）

大田区健康政策部（2021.10.29）

大田区人口 730,803人（2021.10.01）



大田区新型コロナワクチン接種について

総 論

・区長を本部長とするコロナ対策本部体制で、区役所全庁を挙げて感染症対策とワクチン接種に対応

・区内３医師会と病院の協力を得て、最大290の「個別医療機関」と区の「集団接種会場」で接種を推進

・民間企業（キヤノン本社）、学校法人（片柳学園：日本工学院専門学校）が、無償で会場提供

・公益財団法人大田区文化振興協会、公益財団法人大田区産業振興協会も会場提供

・1日最大2,880回接種が可能な大規模接種会場の大田区産業プラザ（PiO）

・上記で会場を追加で確保でき、武田／モデルナワクチンの供給を受けられたことで、

ファイザーワクチンの供給が不安定な時期も予約受付と接種を続けることができた

・「個別と集団」「ファイザーと武田／モデルナ」を組み合わせたマトリックス図で接種を継続かつ加速

・担当者の緻密なワクチン管理で、一度も予約や接種を止めることなく接種を継続

・6月中に12歳以上対象区民全員に接種券を発送

・一度に50万件のアクセスに耐えうるよう、予約受付システムサーバーを強化してシステムダウンを回避

・18特別出張所のほか、自治会・町会、民生委員、大田区社会福祉協議会、

ボランティアなど、大田区が培ってきた「地域力」で、高齢者の予約支援や接種同行支援

・かかりつけ医の声掛けやご近所付き合いでの会話など、大田区らしい区民同士のクチコミ接種勧奨

・区報、区設掲示板、ホームページ、公式ツイッターなど、多様な広報手段を積極活用

特に、若者・若年層向けのツイッターは日々数回ツイート。区議や接種を受けた区民も次々拡散

・東邦大学との連携協定による最新の知見の提供や助言

7/13区報臨時号に東邦大学舘田教授の寄稿を掲載して区民の副反応の不安解消

大田区You Tubeチャンネル動画にも 15


