
大田区新型コロナウイルス
ワクチン接種実施計画

（1.1版）

大田区健康政策部感染症対策課
新型コロナウイルスワクチン接種調整担当

令和4年２月22日

接種を希望する子どもや保護者の方が
安心してワクチン接種を受けられる体制を整えます

小児（５～11歳）接種
（１・２回目）
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○接種場所

⇒小児とその保護者が安心して相談・接種ができるよう

身近な医療機関を中心に行います。

⇒医療機関の休診日等の補完的な役割として、集団接種会場を開設します。

○情報提供

⇒小児とその保護者がワクチン接種を受けるかを検討できるよう、国が示す接種の必要性や

副反応に関する情報等、適切に情報提供を行います。(P.12参照)

接種を希望する小児とその保護者が安心して接種を受けられるよう、
身近な医療機関を中心に安全に接種が受けられる体制を整えます

１.小児接種において大田区がめざすもの

小児（5-11歳） 3

５歳から11歳の方も、新型コロナワクチンを接種できるようになりました。
ワクチン接種を受けるか、お子様と一緒にご検討ください



２.小児接種の実施について（1）

国によると、小児に係るファイザー社ワクチンの効果については、海外での事例として、5～11歳に

おける２回接種後７日以降の発症予防効果は90.7％と報告されています。

※オミクロン株が出現する前のデータです。

効 果

小児（5-11歳）

小児(5～11歳)における新型コロナウイルス感染症に関しては、中等症や重症例の割合

は少ないものの、新規感染者数の増加に伴い、その症例数は増加傾向にあります。また、

感染症者全体に占める小児(5～11歳)の新型コロナウイルス感染症の報告割合は、増加

傾向にあります。

そのため国は、緊急のまん延防止、今後流行する変異株の状況、ワクチンの有効性・安全

性に関する一定程度の知見、諸外国における小児への接種の対応状況等を踏まえて小児

接種を実施することといたしました。
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新型コロナワクチンを接種することで、新型コロナウイルスに感染しても症状が出にくくなります。

出典：第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料、特例承認に係る報告書、 新型コロナワクチン接種のお知らせ（リーフレット）



２.小児接種の実施について（2）

■接種後の副反応について

安全性

小児（5-11歳） 5

症状が出た人の割合 症状

50％以上 注射した部分の痛み、疲れた感じ

10～50％ 頭痛、注射した部分の赤み・はれ、筋肉痛、寒気

1～10％ 下痢、発熱、関節痛、嘔吐

出典：厚生労働省

特例承認に係る報告書、新型コロナワクチン接種についてのお知らせ（リーフレット）

ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽度または中等度であり、現時点で得られている情報からは、

安全性に重大な懸念は認められていないと判断されています。

ワクチンを接種した後、数日以内に現れる症状は、注射した部分の痛みが一番多いです。

注射を受けたすぐ後よりも、受けた日の夜や次の日に痛みを感じる人が多いです。

疲れた感じや発熱などは、２回目の後の方が多く現れ、38℃以上の発熱は１回目で2.5％、２回

目で6.5％となっています。



２.小児接種の実施について（3）

３週間以上の間隔において２回接種

接種間隔・回数

■イメージ

令和４年
３月７日(月)

１回目接種

令和４年
３月2８日(月)

２回目接種

小児用ファイザー社ワクチン（mRNAワクチン）を使用（0.2ml接種）

※12歳以上用ファイザー社のワクチンと比べ有効成分が1/3になっています。

接種ワクチン

小児（5-11歳）

※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。
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日 月 火 水 木 金 土
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できるだけ速やかに２回目を接種

令和４年３月



２.小児接種の実施について（4）

■５歳から11歳の方

■特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患を有する

お子様は接種をおすすめしています。

接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。

接種の対象

重症化リスクの高い基礎疾患等

出典：公益社団法人日本小児科学会ホームページ

①慢性呼吸器疾患 ②慢性心疾患 ③慢性腎疾患 ④神経疾患・神経筋疾患 ⑤血液疾患

⑥糖尿病・代謝性疾患 ➆悪性腫瘍 ⑧関節リウマチ・膠原病 ⑨内分泌疾患 ➉消化器疾患・肝疾患等

⑪先天性免疫不全症候群、HIV感染症、その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態

⑫その他の小児領域の疾患等 ⑬海外での長期滞在を予定する者

※小児の基礎疾患の対象は、12歳以上の基礎疾患の対象と異なります。

詳しくは、区ホームページをご確認ください。

２/22
更新

小児（5-11歳） 7

出典：厚生労働省 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ（リーフレット）



３.対象者・スケジュール（想定）

※令和4年２月22日現在の状況を示したものです。

小児（5-11歳）

対象者数

小児接種（5-11歳）対象者・・・約40,000人

令和４年３月１日時点で、５歳から11歳に該当する方(2010年3月3日～2017年3月2日生まれ) 及び

令和４年９月30日までに新たに5歳となる方を対象者として想定

接種見込み数

接種率：60％

接種見込み数：48,000回（２回接種分として）
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令和４年 ２月24日 (木) 接種券発送

３月３日 (木) 順次予約受付開始

３月７日 (月) 接種開始＜個別接種＞（準備ができた医療機関から）

３月27日 (日) 集団接種会場開設

スケジュール

２/22
更新

※一部医療機関は３月７日以前に
接種を開始する場合があります。



４.基礎疾患をお持ちの方の優先予約

※令和4年２月22日現在の状況を示したものです。

小児（5-11歳）

基礎疾患をお持ちの方の優先予約期間

重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子様は個別接種での接種をご検討ください。

接種開始当初は、国から供給されるワクチンが限られているため、基礎疾患をお持ちの方が

予約を行いやすよう、個別医療機関において優先予約期間を設けます。

なお、基礎疾患をお持ちの方の優先予約期間等については、各医療機関ごとに異なります

ので、区ホームページ等掲載する医療機関一覧でご確認ください。
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２/22
更新

医療機関一覧(イメージ)

医療機関名 住所 予約受付方法
基礎疾患をお持ちの方 一般の方

受付年齢 備考
予約開始日 接種開始日 予約開始日 接種開始日

〇〇こどもクリニック 蒲田×× 3月3日 3月7日 3月5日 3月7日

〇〇ファミリークリニック 大森×× 3月10日 3月14日 3月21日 3月22日

※P10の集団接種会場では、重症化リスクの高い基礎疾患等を有するお子様の接種はできません。

※医療機関によっては、年齢別に接種する場合があります。医療機関一覧の「受付年齢」欄をご確認ください。

※各医療機関の予約日等については、３月１日頃に区ホームページに公開する予定です。



５.接種体制について

特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患を有する

お子様は個別接種での接種をご検討ください。（P7参照）

接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。

小児（5-11歳）

※ワクチン供給状況等踏まえて、個別接種を中心に今後拡大する予定です。

個別接種会場

接種開始日 :３月７日（月）以降 準備の整った医療機関から開始します。

接種開始当初：56医療機関（２月22日時点）
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集団接種会場

（１）接種開始日：３月27日（日）（原則、毎週日曜日、一部平日）

接種会場：日本工学院専門学校内施設 ※決まり次第、区ホームページへお知らせします。

（２）接種開始日：未定

接種会場：TKP Luz大森 カンファレンスセンター

２/22
更新

小児とその保護者が安心して相談・接種ができるよう身近な医療機関を中心に行います。
そのため、主に個別医療機関にワクチンを供給し、小児接種の接種体制を構築します。
集団接種会場は、医療機関の休診日等の補完的な役割として開設します。

※重症化リスクが高く個別接種及び下記の集団接種での接種が難しい方向けの接種機会を予定しています。

※上記の集団接種会場では、重症化リスクの高い基礎疾患等を有するお子様の接種はできません。



小児（5-11歳）

６.ワクチンの供給について（小児用ファイザー）

現時点で示されている国からのワクチンの供給量

小児用
ファイザー社
ワクチン

区分 供給時期 供給量※

第１クール ２月28日～3月６日の間
約4,400回分
(2,200人分)

約59,300回分
(29,650人分)

第２クール ３月７日～３月20日の間
約10,000回分

(5,000人分)

第３クール 4月4日～4月17日の間
約22,400回分
(11,200人分)

第４クール 4月18日～５月1日の間
約22,500回分
(11,250人分)

第５クール 5月9日～5月22日の間 未定

第６クール以降 未定

※１バイアルあたり10回接種で算出しています。

現時点で国から示されている第4クールまでの供給量です。

第6クール以降の供給量については、詳細が分かり次第ご案内いたします。
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２/22
更新



接種券の送付にあたって次の書類を同時に送付します。

①接種券(クーポン券) ②予診票（１・２回分） ③接種のお知らせ

小児用の接種券等については、オレンジ色の封筒(12歳以上の方の初回接種の封筒と同様)

でお送りします。

７.接種券について

小児（5-11歳）

送付日 配達完了見込み※ 件数

2月24日 ３月１日 37,000

※郵便局の配達スケジュール（見込み）を掲載しています。
※３月２日以降に新たに５歳になる方（2017年【平成29年】３月３日生まれ以降の方）は、誕生日を迎えた翌日以降に随時発送します。

＜発送スケジュール＞

◎お手元に接種券が届いた後に12歳になった方も、同封の接種券、予診票で
新型コロナワクチン（12歳以上の方用）の接種が可能です。
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小児接種の
詳細については、
区ホームページで
ご案内いたします。
(P15.参照)



８.接種予約について

○予約開始日：３月３日（木）8：30以降順次開始（P9.参照）

小児（5-11歳） 13

大田区 ワクチン 予約 検索

☎
大田区新型コロナワクチン接種コールセンター
03-6629-6342
午前8時30分から午後5時15分まで
（日曜・祝日及び年末年始〈12月29日～1月3日〉を除く）

個別医療機関に直接予約

🏢

💻 インターネット予約 予約受付システム
URL https://v-yoyaku.jp/131113-ota

※各医療機関の予約方法については、３月１日頃に
区ホームページに掲載する予定です。

２/22
更新

https://v-yoyaku.jp/131113-ota


○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 午前８時30分～午後５時15分まで（日曜・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

９.区民からのお問い合わせ・相談

※大田区役所本庁舎１階大田区新型コロナワクチン接種相談窓口でも相談を承ります。
開設時間 午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜・祝日を除く）

小児（5-11歳） 14

医学的な観点に関するワクチン接種のご相談については、かかりつけ医などの医療機関に
ご相談ください。

家庭内の感染拡大を防ぐため、18歳以上の方を対象とした追加接種（3回目）では、
17歳以下の方と同居されているご家族の方を対象に、優先予約枠を設けて接種を進めます。

関連施策



接種開始時期、接種会場や副反応等のお知らせについては、今後区ホーページ、Twitter、

LINE、子育て応援メール(LINE)などで随時お知らせします。

右の二次元コードを読み取り、
「大田区」LINEアカウントを
友だち追加したうえで
「子育て期」を選択し、
登録してください。

大田区子育て応援メール(LINE)登録方法

10.小児接種に関する今後のお知らせ

小児（5-11歳）

区ホームページ

15

また、小児接種に関する概要が記載されている

以下のお知らせについては、 区ホームページ及び

個別医療機関等に配布して周知します。
・厚生労働省 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

（リーフレット）

・新型コロナワクチン予防接種についての説明書

(小児5~11歳接種用)
厚生労働省 接種についてのお知らせ

(リーフレット)

接種についての説明書

(小児5~11歳接種用)

２/22
更新


