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大田区新型コロナウイルスワクチン接種実施計画
（統合版 初版）

主な更新内容

・乳幼児のワクチン接種について
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・オミクロン株対応ワクチン接種ついて

①【小児（５～11歳）接種（１～３回目）】大田区新型コロナウイルスワクチン接種実施計画（2.0版）
②【初回接種（１・２回目）】大田区新型コロナウイルスワクチン接種実施計画（3.8版）
③【追加接種（３・４回目）】大田区新型コロナウイルスワクチン接種実施計画（3.3版）
以上３つの計画を本計画から統合する。

・大田区新型コロナウイルスワクチン接種実施計画の統合



大田区新型コロナウイルスワクチン接種実施計画
（統合版 初版）
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乳幼児のワクチン接種について

厚生労働省が令和４年９月２日に開催した「第36回厚生科学審議
会予防接種・ワクチン分科会」において、生後６ヶ月～４歳の乳幼児に対
する初回接種について議論され、今後の感染状況、諸外国の対応状況
及び乳幼児に対するワクチンの有効性・安全性を整理した上で、引き続き
議論することとされました。

区においては、同日付け厚生労働省事務連絡「生後６ヶ月以上４歳
以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について」
に基づき、国の検討状況を注視しながら、会場確保や接種券送付、その
他体制整備の準備を進めてまいります。

9/16
更新



１.ワクチンの種類と対象者
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ワクチン種類
初回接種
対象者

３回目接種
対象者

４回目接種
対象者

５回目接種
対象者

小児用ファイザー社ワクチン mRNA ５歳～11歳 ５歳～11歳 － －

ファイザー社従来型ワクチン mRNA 12歳以上 12歳以上
・60歳以上
・(※２)

－

モデルナ社従来型ワクチン mRNA 12歳以上 18歳以上
・60歳以上
・(※２)

－

武田社ワクチン（ノババックス） 組換えタンパク 12歳以上 18歳以上 － －

ファイザー社オミクロン株対応
２価ワクチン（BA.1）（※１）

mRNA － 12歳以上 12歳以上 12歳以上

モデルナ社オミクロン株対応
２価ワクチン（BA.1）（※１）

mRNA － 18歳以上 18歳以上 18歳以上

9/16
更新

※１ オミクロン株対応２価ワクチン（BA.1）とは、従来株とオミクロン株に対応したワクチンとなります。
※２ 18歳～59歳で、基礎疾患等を有する方または医療従事者等

追加オミ株

追加従来型

初回

小児

ワクチン種類・対象者

追加オミ株

追加従来型

初回

小児

追加従来型

初回

追加オミ株

追加従来型

初回



２.接種概要（１）＜小児接種＞

小児用ファイザー社ワクチン（0.2ml接種）

※ファイザー社従来型ワクチンに比べ、有効成分が1/3になっています。

使用するワクチン
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■初回接種
３週間以上の間隔をあけて２回接種
※上記間隔を過ぎる場合は、できるだけ速やかに接種してください。

接種間隔・回数

■３回目接種
２回目接種完了から、５か月以上の間隔をおいて接種を行うことが可能

■初回接種

５歳から11歳の方

対象者数：４万人（令和４年３月１日時点）

■３回目接種

２回目接種を完了している５歳から11歳の方

対象者数：６千人（令和４年８月24日時点）

接種対象者
追加オミ株

追加従来型

初回

小児



２.接種概要（２）＜初回接種＞

①ファイザー社従来型ワクチン

②モデルナ社従来型ワクチン

③武田社ワクチン（ノババックス）
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①ファイザー社従来型ワクチンは、３週間以上の間隔をあけて２回接種
②モデルナ社従来型ワクチンは、４週間以上の間隔をあけて２回接種
③武田社ワクチン（ノババックス）は、３週間以上の間隔をあけて２回接種
※上記間隔を過ぎる場合は、できるだけ速やかに接種してください。

使用するワクチン

接種間隔・回数

接種対象者

12歳以上の方
対象者数：66万6千人（令和３年11月30日時点）

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



２.接種概要（３）＜追加接種(従来型)＞①
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２回目接種を完了している12歳以上のすべての方

対象者数：55万人（令和３年11月５日時点（事業開始時点） ）

３回目接種対象者

３回目接種を完了している以下に該当する方
対象者数：24万5千人（令和４年７月26日時点（対象者拡大時点） ）

①60歳以上の方
②18歳以上59歳以下の方のうち、基礎疾患を有する方
その他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方

③18歳以上59歳以下の方のうち、医療従事者等及び高齢者施設等の従事者

４回目接種対象者

追加オミ株

追加従来型

初回

小児

２回目または３回目接種完了から、５か月以上の間隔をあけて接種を行うことが可能です。

ただし、武田社ワクチン（ノババックス）の３回目接種は２回目接種完了から６か月以上

の間隔をあけて接種を行うことが可能です。

接種間隔



２.接種概要（４）＜追加接種(従来型)＞②

①ファイザー社従来型ワクチン

②モデルナ社従来型ワクチン

③武田社ワクチン（ノババックス）

※①、②については、オミクロン株対応ワクチン接種の開始以降は

原則、接種終了となります。（初回接種は継続）
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使用する接種ワクチン
追加オミ株

追加従来型

初回

小児

9/16
更新

令和４年９月17日から９月30日に従来型ワクチンを予約している方へ

オミクロン株対応ワクチン接種が開始となることを周知します。

・予約受付システム、区ホームページ、SNS等
・自動音声電話による入電（050-3000-6978）
・接種会場でのチラシ配布
・接種会場での予約支援

オミクロン株対応ワクチン接種の開始に伴う取り組み



２.接種概要（５）＜追加接種(オミ株)＞

①ファイザー社オミクロン株対応２価ワクチン（BA.1）
②モデルナ社オミクロン株対応２価ワクチン（BA.1）
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前回接種完了から、５か月以上の間隔をあけて接種を行うことが可能

使用する接種ワクチン

接種間隔

接種対象者

２回目接種を完了している12歳以上のすべての方

対象者数：56万２千人（令和４年９月７日時点）

既に４回目接種済みの方は、５回目として接種可能です。

※オミクロン株対応ワクチン接種は１人１回接種することができます。

9/16
更新

追加オミ株

追加従来型

初回

小児

４回目接種率（60歳以上）が約７割に達し、一定の完了が見込まれることから、接種開始

時点から３回目・４回目の接種券をお持ちの方全員を対象とします。

9月下旬以降は前回接種日から期間が経っている方から順次接種券を発送し、対象者を拡

大していきます。



３.海外で新型コロナワクチンを接種した方
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海外・国内での接種を問わず、国内承認済みのワクチン（ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社、武田社ワクチン（ノバ
バックス）、ヤンセンファーマ社（ジョンソン・エンド・ジョンソン））の接種済回数に応じて、国内での接種が行えるようになりました。
接種回数については以下のとおりです。

【ヤンセンファーマ社以外を接種したことがある方】 海外 国内初回（1・2回目）接種 国内追加接種

海外で国内承認ワクチンを２回接種 ①・② - ③・④

海外で国内承認ワクチンを１回接種 ① ② ③・④

海外で国内未承認ワクチンを２回接種 ①・② ①・②（※） ③・④

海外で国内未承認ワクチンを１回接種 ① ①・②（※） ③・④

※国内承認ワクチンと未承認ワクチンの交互接種に係る安全性等については、科学的知見が示されていません。接種をご希望される際に医師から改めてその旨
の説明及び接種に関する確認書を記入いただき 接種を行わせていただきます。

※海外で接種した方で、国内で接種を希望をされる場合、接種券発行申請が必要になります。 発行申請については、区ホームページでご確認ください。

【ヤンセンファーマ社を接種したことがある方】 海外 国内初回（1・2回目）接種 国内追加接種

海外でヤンセンファーマ社ワクチンを１回接種 ① ー ③・④

海外でヤンセンファーマ社ワクチンを２回接種 ①・② ー ④

海外で新型コロナワクチンを接種した方について
追加オミ株

追加従来型

初回

小児



４.接種券発送スケジュール（１）
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到着開始予定日
（※１）

到着完了予定日
（※１）

予約開始日 対象件数 ２回目接種日 ３回目接種可能日

令和４年９月８日 令和４年９月８日 令和４年９月８日 約1,300 ～令和４年４月15日 令和４年9月６日～

令和４年９月13日 令和４年９月13日 令和４年９月13日 約2,000
令和４年４月16日～
令和４年４月30日

令和４年９月16日～

令和４年９月20日 令和４年９月20日 令和４年９月20日 約1,500
令和４年５月1日～
令和４年５月31日

令和４年10月１日～

■初回接種
５歳の誕生日を迎えた翌日以降に随時発送します。

小児接種

■３回目接種

※１ 郵便局の配達スケジュール（見込み）を掲載しています。
※２ 以降の発送スケジュールについては、区ホームページでお知らせします。

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



４.接種券発送スケジュール（２）
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追加接種（従来型）

今後は、オミクロン株対応ワクチン接種の接種券発送スケジュールで、対象者に
発送します。
ただし、従来型ワクチン接種の接種券・予診票はオミクロン株対応ワクチン接種
にも使用可能であるため追加発送はいたしません。
令和４年９月１日以降に大田区に転入された方や接種券を紛失してしまった
方等は、接種券の発行申請を行ってください。
（詳細は「６.接種券の発行手続き」を参照）

初回接種

大田区に転入された方で初回接種をまだ受けていない方や接種券を紛失して
しまった方等は、接種券の発行申請を行ってください。
（詳細は「６.接種券の発行手続き」を参照）

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



４.接種券発送スケジュール（３）
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追加接種（オミ株）

※１ 郵便局の配達スケジュール（見込み）を掲載しています。
※２ 従来型ワクチン（３回目・４回目）の接種対象者として送付済みです。送付済接種券で、オミクロン株対応ワクチン接種が可能です。
※３ 個別医療機関は令和４年10月３日からオミクロン株対応ワクチン接種が可能です。
※４ 以降の発送スケジュールについては、区ホームページでお知らせします。

到着開始予定日
（※１）

到着完了予定日
（※１）

予約開始日 対象件数 前回接種日 接種可能日

接種券送付済み（※２） 令和４年９月17日 約180,000 －
令和４年
９月22日
（※３）

令和４年９月30日 令和４年10月４日 令和４年9月30日 約20,000 ～令和４年２月28日
令和４年
９月30日～

令和４年10月７日 令和４年10月11日 令和４年10月７日 約100,000
令和４年3月１日～
令和４年3月31日

令和４年
10月７日～

令和４年10月14日 令和４年10月18日 令和４年10月14日 約100,000
令和４年４月１日～
令和４年５月31日

令和４年
10月14日～

9/16
更新

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



初回接種はオレンジ色の封筒

３回目接種は黄色の封筒でお送りしました。

８.接種券について（１）５.接種券の送付物（１）
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小児接種

オレンジ色の封筒でお送りします。初回接種

９月30日以降

３回目接種はグレーの封筒で接種券
を発送いたします。

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



３回目接種は黄色の封筒でお送りしました。

８.接種券について（１）５.接種券の送付物（２）

４回目接種はさくら色の封筒でお送りしました。
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追加接種（従来型）

追加接種（オミ株） グレーの封筒でお送りします。

9/16
更新

９月30日以降

３・４回目接種もグレーの封筒で接種
券を発送いたします。

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



６.接種券の発行手続き

大田区に転入された方及び接種券を紛失した方等は、以下の申請方法により、接種券を
発行いたします。

※令和４年８月31日までに転入された方で、オミクロン株対応ワクチン接種に

該当する方には、大田区から接種券を発送するため、申請は不要です。

■申請方法

①電子申請 ②電話 ③郵送 ④窓口申請（大田区役所本庁舎1階）

■必要書類

①新型コロナワクチン接種券発行申請書

②本人確認書類

※詳細は、区ホームページ等をご確認ください。
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発行手続き

9/16
更新

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



７.接種体制（１）
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医療機関数：約300か所
■小児接種：実施中
■初回接種：実施中
■追加接種（従来型）：実施中 ※令和４年10月中旬に接種終了予定
■追加接種（オミ株）：令和４年10月３日から実施

個別接種会場

集団接種会場

■小児接種：実施中
■初回接種：実施中
■追加接種（従来型）：実施中
■追加接種（オミ株）：令和４年９月22日から実施

9/16
更新

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



７.接種体制（２）
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NO 接種会場 接種種別 設置時期 所在地

１ 日本工学院専門学校12号館(ギャラリー鴻)
初回接種、
追加接種（従来型・オミ株）

開設中 西蒲田5-24-1

２ TKP Luz大森カンファレンスセンター
初回接種、
追加接種（従来型・オミ株）

開設中
大森北1-10-14
Luz大森5F

３ 日本工学院専門学校 2号館（カフェテリア）
小児接種、初回接種
追加接種（従来型）

開設中 西蒲田5-23-22

4 キヤノン株式会社下丸子体育館 追加接種（オミ株） 10月上旬開設予定 下丸子3-29-1

5 嶺町集会室 追加接種（オミ株） 12月開設予定 田園調布本町7-1

6 六郷地域力推進センター 追加接種（オミ株） 12月開設予定 仲六郷2-44-11

7 大森スポーツセンター 追加接種（オミ株） 12月開設予定 大森本町2-2-5

8 萩中集会所 追加接種（オミ株） 12月開設予定 萩中3-25-8

9 池上会館 西館 追加接種（オミ株） 12月開設予定 池上1-32-8

10 馬込第三小学校
追加接種（従来型）
追加接種（オミ株）

９月下旬開設
12月開設予定

北馬込1-28-1

集団接種会場

9/16
更新

追加オミ株

追加従来型

初回

小児

※詳細は、区ホームページをご確認ください。



21

７.接種体制（３）

小児接種

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

※詳細は、区ホームページをご確認ください。

※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会場での接種をご検討ください。

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。

追加オミ株

追加従来型

初回

小児

重症化リスクの高い基礎疾患等
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７.接種体制（４）

追加オミ株

追加従来型

初回

小児

障がいのある方や重症化リスクが高く個別接種会場及び集団接種会場での接種が
難しい方向けの接種会場を開設します。

区内特別支援学校に通学している児童

重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子様

接種会場

障がい者総合サポートセンター さぽーとぴあ

大田区中央４-30-11

①（１回目）令和４年５月６日（金） 令和４年５月20日（金）

②（２回目）令和４年６月３日（金） 令和４年６月10日（金）

③（３回目）令和４年11月（予定）

※３回目接種日は２回目接種の５か月後の日時で調整しております。

接種日時①②：受付終了
接種日時③ ：令和４年10月を予定。最新情報は区HP等でお知らせします。

※当会場には小児科専門医及び
障がい者施設スタッフ等を配置いたします。

接種日時

予約受付

接種対象



接種を希望する方の施設を巡回して接種を行います。

■ 接種開始日

令和４年６月13日（月）

■ 接種対象者

約6,500人

５か月経過された方から順次接種を行います。

■ 接種方法

接種事業者が施設を巡回して接種を行います。

■ 使用するワクチン

令和４年９月22日（木）から

ファイザー社オミクロン株対応２価ワクチン（BA.1）に切り替えます。

８.高齢者施設等入所者の方への接種（１）

23

施設等への巡回概要

9/16
更新

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



施設が整える接種体制

■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

■接種場所
原則、施設内のスペースで接種を行います。ただし、入所者の状況に応じて居室でも接種を
行います。

８.高齢者施設等入所者の方への接種（２）

24

施設等への巡回体制
追加オミ株

追加従来型

初回

小児



９.訪問接種

重度の障害や介護の必要性から、自力で集団接種会場または個別医療機関に行く
ことができない方に対して、追加接種の訪問接種を実施します。

■ 対象者
大田区に在住し、原則以下のすべてに該当する方で、所定の方法により申請し、
訪問による接種が必要であると認められた方。

①在宅療養中で常時寝たきりの状態にある方、またはそれと同等の状態にある方
（要介護認定４または５、身体障害者手帳１級または２級、愛の手帳１度または２度相当など）
②家族または支援者による集団接種会場への付き添い・移動支援が困難な方
③かかりつけ医の往診による接種を受けることができない方、かつかかりつけ医から接種の許可を受けている方
④家族または支援者による同席及び接種後の経過観察が可能な方

■ 接種方法
訪問接種チームを対象者の自宅に派遣します。
実施期間：令和４年10月11日～令和４年11月30日

■ 申請方法
対象者、家族または支援者が ①電子申請 ②電話 ③郵送
申請期間 令和４年９月26日～令和４年10月３日 25

自宅への訪問概要

9/16
更新

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



10.夜間接種

週末に都合がつかない方や仕事帰りの方などでも接種がしやすいよう、
夕方以降の時間帯で接種ができる体制を進めます。

※各会場の開設時間については、開設日によって異なる場合がございますので、
大田区予約受付システムをご覧になるか、大田区新型コロナワクチン接種コールセンターへお問い合わせください。

■大田区☆ナイト接種(夜間接種)が可能な会場

日本工学院専門学校12号館(ギャラリー鴻)

TKP Luz大森カンファレンスセンター
10時00分
～ 20時30分※

《開設時間》

26

大田区☆ナイト接種
追加オミ株

追加従来型

初回

小児



11.接種予約（１）

予約受付システムでは、

対象者に応じた接種可能日以降の日付を選んで予約が可能です。

💻

☎

インターネット予約 予約受付システム
URL 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
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）

大田区 ワクチン 予約

個別医機関独自の予約方法
各医療機関の予約方法はHPをご覧ください▶🏢

検索

27

予約方法
追加オミ株

追加従来型

初回

小児

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


■受付日時 日曜・祝日を除く接種日当日 午前8時30分～正午

※午前8時30分～9時に連絡いただいた方は、午前11時～正午の接種を

受けることもできます。

■申込方法 当日予約申込専用コールセンター （03-5744-1761）

■対象者 大田区に住民登録がある方

1回目の予約だった場合、

コールスタッフが2回目の予約を調整させていただきます。

■受付日時 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 ①区ホームページから電子申請（パソコン、スマートフォン）

②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）

接種日当日、午前９時から午後３時まで、受付枠が無くなり次第受け付け終了

■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

11.接種予約（２）

28

当日予約（今日・すぐ☆ワクチン）

キャンセル待ち ※会場の状況や接種の進捗状況により、実施します。

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



12.優先予約（１）

29

12歳～29歳の男性

■ 対象者
12歳～29歳の男性

■ 優先理由
ファイザー社のワクチンに比べて、モデルナ社ワクチン接種後の心筋炎や心膜炎が疑われ
る報告頻度が高いため

■ 使用するワクチン
ファイザー社従来型ワクチン、ファイザー社オミクロン株対応２価ワクチン（BA.1）

12歳～17歳の男女

■ 対象者
12歳～17歳の男女

■ 優先理由
３・４回目接種で接種可能なワクチンがファイザー社ワクチンのみのため

■ 使用するワクチン
ファイザー社従来型ワクチン、ファイザー社オミクロン株対応２価ワクチン（BA.1）

集団接種会場に優先予約枠を設け、
大田区新型コロナワクチン接種コールセンターで予約を受け付けています。

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



12.優先予約（２）

30

基礎疾患を有する方・妊娠中の方

教職員等・17歳以下の方と同居の家族等

■ 対象者
区内在住の学校の教職員、保育所等の職員、高齢者・障害者施設従事者等の方
区内在住で17歳以下の方と同居されているご家族の方等

■ 優先理由
学校、家庭等の感染拡大防止のため

■ 使用するワクチン

原則、モデルナ社従来型ワクチン、モデルナ社オミクロン株対応２価ワクチン（BA.1）

■ 対象者
基礎疾患等の有する方
妊娠中の方（同居されているご家族の方、夫、パートナー）
※妊娠中の方は、接種会場の問診医に、主治医（産婦人科医）から接種が可能で
あると確認を得ている旨をお伝えください。

■ 優先理由
重症化リスクが高いため

■ 使用するワクチン
モデルナ社従来型ワクチン、モデルナ社オミクロン株対応２価ワクチン（BA.1）

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



13.区内在勤・在学の方への接種

■居宅サービス事業所等の在勤の方

区民の方々の追加接種が一定程度進んでいる状況を踏まえ、区内の事業者や学校等における感
染の拡大を防止するため、区内に在勤・在学で、ワクチン接種を希望される方を対象に、大田区集
団接種会場でのワクチン接種予約を受け付けます。

■区内在勤・在学の方

区内在勤・在学の方を対象に、令和４年4月13日から大田区新型コロナワクチン接種コールセン
ターで予約を受け付けます。接種は、令和４年4月16日以降、集団接種会場で実施します。

■使用ワクチン

大田区に在勤・在学で、居住する自治体が発行する接種券をお持ちの方
※接種日当日は、接種券、予診票、本人確認書類に加え、在勤・在学を証明する書類をお持ちください。

モデルナ社従来型ワクチン

重症化リスクの高い高齢者等を支援する区内の居宅サービス事業所や障害福祉サービス事業所等に
在勤の方で区外在住の方は、一般の在勤の方よりも先行して令和４年４月６日から大田区新型コ
ロナワクチン接種コールセンターで予約を受け付けます。接種は、令和４年4月９日以降、集団接種
会場で実施します。

初回接種時に職域接種を実施していた区内教育機関は、在学の方の予約をまとめて受け付けます。
31

通勤・通学☆大田でワクチン オミクロン株対応ワクチン接種の開始に伴い、休止いたします。

9/16
更新

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



14.予約支援体制

安全・安心にワクチン接種が受けられるようサポートします！

地域包括支援センター／ 地域庁舎

期間 令和４年10月24日（月）～令和４年11月30日（水）
場所 地域包括支援センター18か所、大森、調布、糀谷・羽田地域庁舎
時間 午前９時～午後５時（土曜・日曜・祝日を除く）
内容 予約支援・相談、各種問い合わせ対応

大田区社会福祉協議会

【登録ボランティア等によるサポート】
内容：予約支援、接種会場までの同行支援

※詳細については、区ホームページをご確認ください。
32

特別出張所

【地域の身近な相談支援の窓口としてサポートします】
期間 令和４年10月7日（金）～令和４年12月28日（水）
場所 18特別出張所
時間 午前８時30分～午後５時（土曜・日曜・祝日を除く）
内容 予約支援・相談、各種問い合わせ対応

予約支援

9/16
更新

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



15.接種のお知らせ及び接種勧奨

オミクロン株対応ワクチン接種について、令和４年10月７日（予定）発行の
おおた区報（臨時号）でお知らせします。※ポスティング完了まで１週間程度かかります。

随時最新情報を掲載 約900か所の区設掲示板にて掲示中

随時最新情報を配信

はねぴょん健康ポイントを獲得できるようになりました。
1,000Pt獲得毎に抽選に応募できます。

■獲得ポイント
初回接種を受けた方 1回目200Pt 2回目200Pt
３回目接種を受けた方 500Pt
オミクロン株対応ワクチン接種を受けた方 500Pt 33

掲示ポスター

区報

ホームページ 区設掲示板

区twitter・LINE ・子育て応援メール

はねぴょん健康ポイント

9/16
更新

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



■予防接種証明書（通称：ワクチンパスポート）

予防接種済証とは別に当該予防接種を受けたことを証する書類です。
対象者：接種時点で大田区に住民登録のある方

※海外渡航用の申請には、有効期間内の旅券（パスポート）の写しが必要になります。

書類の申請方法 郵送、窓口
送付先 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号

大田区役所感染症対策課 大田区新型コロナワクチン接種コールセンター
各申請における必要書類等はホームページに掲載しています。

■新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時接種）

接種券を用いて接種を受けた方に渡されるものです。接種券の右側に付属しています。
接種が終わった後も大切に保管してください。

申請必要

申請不要

16.新型コロナワクチン予防接種に係る証明（１）

34

新型コロナウイルスワクチン予防接種に係る証明
追加オミ株

追加従来型

初回

小児



16.新型コロナワクチン予防接種に係る証明（２）

マイナンバーカードで新型コロナワクチンの接種証明書が取得できます

■接種証明書（電子版）は、スマートフォン上で

専用アプリから申請・取得し、表示できます。
※マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォンに限ります。

■コンビニでも接種証明書が取得できます。

■電子版の申請、コンビニでの接種証明書の取得には
マイナンバーカードが必要です。

＜マイナンバーカードをお持ちでない方へ＞
■申請から交付の準備まで、現在約２か月程度かかります。
詳細は区ホームページをご確認ください。

SAMPLE

詳細については、区ホームページをご確認ください。
35

接種証明書
追加オミ株

追加従来型

初回

小児



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、支援しています。

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

対応言語（全13言語）

サービス 概要

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：8：30～17：15（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、外国人の方と会場スタッフにより
翻訳対応を行います。

17.これまでの取り組みの継続について（１）

36

外国人の方
追加オミ株

追加従来型

初回

小児



台風等で外出が危険と見込まれる場合、接種の中止または集団接種会場の接種時間を短
縮します。
※予約受付システム、区ホームページ、SNS、入電（自動音声）:（050-3187-1202）
等でお知らせします。

予約受付システムまたは大田区新型コロナワクチン接種コールセンターで再度ご予約ください。

17.これまでの取り組みの継続について（２）
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中止等の連絡

中止に伴う新たな予約の取り扱い

追加オミ株

追加従来型

初回

小児



■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・祝日及び年末年始〈12月29日～１月３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

18.お問い合わせ

※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・祝日及び年末年始〈12月29日～１月３日〉を除く）
38

問い合わせ先
追加オミ株

追加従来型

初回

小児


