
大田区新型コロナウイルス
ワクチン接種実施計画
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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1月7日

誰一人取り残さず、希望する方へ接種を行うために
安全・安心なワクチン接種を実施します

追加接種
（3回目）

今後、感染拡大防止を図る観点から、国等の方針を
踏まえ大幅な変更をする場合があります。
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前倒し対応に係る大田区の方針について

※ 前倒しにあたっては、今後国から配分を示される武田/モデルナ社ワクチンも活用します。

大田区は、新たな変異株の発生等の状況を踏まえ、
感染拡大防止を図る観点から、国が示した接種対象者の
追加接種を、初回（１回目・２回目）接種完了から
８か月以上の経過を待たずに、前倒しの上実施します。

医療従事者

高齢者施設等入所者

高齢者施設等従事者

上記以外の高齢者*1

８か月

８か月

８か月

６か月

６か月

７か月

令和３年12月～

令和４年１月11日～

令和４年1月21日～

対象者
変更前 変更後

2回目接種完了日からの接種間隔 前倒しに対応した

接種開始日

※1 更なる前倒しに備え、接種体制を整えています。
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接種券の発送について ＜前倒し対応＞

＜発送スケジュール＞

２回目接種日を基に一定間隔で段階的に分割発送します

２回目接種日

送付日
３回目接種可能日

件数 主な対象者
開始 終了 ６か月 ７か月 ８か月

３月10日 ５月９日 11月19日 － － 12月１日 6,000 医療従事者

５月10日 ６月14日
令和４年
1月４日

12月20日12月20日
令和４年
１月10日

20,000
医療従事者・

高齢者施設等入所者

６月15日 ７月20日 １月21日 12月20日
令和４年
１月21日

２月15日 117,000 高齢者

７月21日 ８月10日 ２月１日
令和４年
１月21日

２月21日 ３月21日 114,000 その他一般

８月11日 ８月31日 ２月10日 ２月11日 ３月11日 ４月11日 102,000 その他一般

９月１日 ９月30日 ２月21日 ３月１日 ４月１日 ５月１日 132,000 その他一般

4なお、以後の発送は、感染拡大防止を図る観点から、国等の方針を踏まえ、順次計画してまいります。



勤務先
大田区集団
接種会場

お住まいの
区市町村の接種会場

都大規模
接種会場

病院に勤務する方 〇 〇* 〇

診療所に勤務する方 〇 〇* 〇

歯科医師会・薬剤師会 〇* 〇

三師会非会員の医師・歯科医
師・薬剤師等

〇 〇* 〇 〇

*手続きが必要な場合があります

医療従事者の方への接種（１）＜前倒し対応＞

初回接種時に先行接種している医療従事者のうち、２回目接種終了日から

6か月以上を経過した方から接種が可能です。

○接種時期

令和３年12月以降

〇接種券発送

P4参照

○接種方法

医療従事者の方の接種会場は、次の表のとおりです。
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医療従事者の接種は、勤務先の医療機関での接種のほか、集団接種会場
での接種も可能です。

※今後、集団接種会場の追加を予定しています。
確定次第、区報、区ホームページ等でお知らせします。

医療従事者の方への接種（２）＜前倒し対応＞

300か所程度の病院・診療所
自院接種

6（追加接種）

実施会場 日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」 TKPLuz大森カンファレンスセンター

ワクチンの種類 ファイザー社 または 武田/モデルナ社 武田/モデルナ社

予約開始日 12月1日（水） 令和4年１月4日（火）

接種開始日 12月4日（土） 令和4年1月21日（金）

集団接種会場

先行接種病院を
除く診療所の
接種は1月11日
以降順次開始



高齢者施設等入所者の方への接種＜前倒し対応＞

【入所者への接種】 接種間隔：２回目接種完了日から６か月以上経過した方

〇対象となる方への接種券発送日
〇接種時期
〇接種ワクチン
〇接種方法

令和４年１月４日、１月21日
令和４年１月11日以降
ファイザー社製または武田/モデルナ社製
入所施設での巡回接種

【施設従事者への接種】 接種間隔：２回目接種完了日から６か月以上経過した方

〇接種時期
〇接種ワクチン
〇接種方法

令和４年１月11日以降
原則として武田/モデルナ社製
従事施設での巡回接種

【施設従事者向けの集団接種会場を開設します】

〇対象会場
日本工学院専門学校ギャラリー鴻（ファイザー社製）
TKPLuz大森カンファレンスセンター（武田/モデルナ社製）
〇開設日 １月下旬頃～
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〇開設日 ２月11日(金・祝）、２月12日（土）

〇会場 日本工学院専門学校（片柳アリーナ）

大田区西蒲田５－23－22

〇使用ワクチン：武田/モデルナ社製ワクチン

〇接種予定者数 各日4,000名程度

〇予約開始日 1月21日(金)

前倒し接種実施に伴い、高齢者の接種が本格化する２月に合わせて
臨時の大規模集団接種会場を開設します

集団接種会場について

8（追加接種）

日本工学院専門学校（片柳アリーナ）



大田区新型コロナウイルスワクチン接種実施計画
（2.2版）
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○接種場所

⇒区内約300か所の医療機関での接種を重点的に整えます

⇒効率的で大規模な集団接種会場を開設します

○予約方法

⇒高齢者の予約が多い時期に予約支援体制を強化します

○情報提供

⇒区報、区ホームページ、SNS等できめ細やかに行います

誰一人取り残さず、希望する方へ接種を行うために、
安全・安心にワクチン接種が受けられる体制を整えます

１.追加接種において大田区がめざすもの
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2.追加接種について（１）

日本で接種が進められているワクチンは、高い発症予防効果等がある一方、感染予

防効果や、高齢者においては重症化予防効果についても、時間の経過に伴い、徐々に

低下していくことが示唆されています。このため、感染拡大防止を図る観点から、追加接

種を実施するものです。

なぜ必要なの？

Ａ.

感染拡大防止や重症化予防の観点から、初回（1回目・2回目）接種を完了した

すべての方に追加接種の機会を提供することが望ましいとされています。

接種を行う期間は、令和３年12月１日から令和４年９月30日までの予定です。

追加接種を行うことで、追加接種を行わなかった場合と比較して、感染予防効果や

重症化予防効果等を高める効果があるといわれています。

現時点では、初回接種が完了した18歳以上のすべての方が対象者とされています。

効果・対象者は？

Ａ.
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2.追加接種について（２）

２回目接種完了から、原則８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、国が示した接種対象者は８か月以上の経過を待たずに、前倒しの上実施します。

接種間隔

大田区では、12月７日時点で、２回目接種を完了している約57万人の方を

対象者として想定しています。

接種見込み数

■イメージ（原則の場合）

令和３年
６月下旬

２回目接種

令和４年
２月下旬以降

追加接種

1・2回目に用いたワクチン種類にかかわらず、mRNAワクチンを使用

ファイザー社ワクチンまたは武田/モデルナ社ワクチンのいずれも接種できます。

接種ワクチン
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※接種間隔は、感染拡大防止を図る観点から国等の方針を踏まえ、変更となる場合がありますのでご了承ください。



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、武田/モデルナ社、アストラゼネカ
社）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。

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

海外で国内承認ワクチンを１回接種 ① ② ③

海外で国内未承認ワクチンを２回接種 ①・② ①・②（※） ③

海外で国内未承認ワクチンを１回接種 ① ①・②（※） ③

※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。
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2.追加接種について（３）

海外で新型コロナワクチンを接種した方について



３.接種間隔の考え方

接種間隔に応じた月数で２回目接種を行った日に対応する同日から接種可能です。

※対応する月に同日がない場合は、その翌月の１日から接種可能となります。

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28
翌月
１日

■例１

６月１日に２回目の接種をした場合

➡２月１日に追加接種可能

■例２

６月30日に２回目の接種をした場合

➡３月１日に追加接種可能

例１

例２
８か月後に同じ日がない

８か月後に同じ日がある
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※接種間隔は、感染拡大防止を図る観点から国等の方針を踏まえ、変更となる場合がありますのでご了承ください。

「８か月以上の間隔」の例では、以下のとおりです。



４.ワクチン接種スケジュール

令和３年12月から医療従事者の接種を開始し、順次、以下のとおり接種を行います。

なお、接種券や予約の時期については、以下のとおりです。

■接種券・・・２回目接種の時期に合わせて、接種の時期が近づいた方から順次送付

■予約・・・接種券が届き次第予約可能

11 12 1 2 3 ４ ５ ６ ７ ８ ９

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

医療従事者
等

高齢者施設
入所者等

高齢者等
・

一般区民等

接
種
券
接種開始

接
種
券

接種開始

接
種
券

接種開始

接
種
券

接
種
券

接
種
券

接種開始

■接種対象者と接種開始時期のイメージ

●●●

●●●

●●●

※令和4年1月7日現在の状況を示したものです。
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今後、感染拡大防止を図る観点から、
国等の方針を踏まえ、変更となる場合が
ありますのでご了承ください。

接種開始

接種開始



５.ワクチンの供給について

16（追加接種）

ファイザー社

ワクチン

区分 国の供給の考え方 供給量

第１クール
令和３年12月
～令和４年１月接種相当分

約14,000回分

約132,000回分
第２クール ２月接種相当分 約71,000回分

第３クール ３月接種相当分 約47,000回分

武田/モデルナ社
ワクチン

区分 国の供給の考え方 供給量

第１クール 令和４年２月～３月接種相当分 約100,000回分

現時点で示されている国からのワクチンの供給量 供給されるワクチンには、新たに12歳になる方等

1・2回目接種の分を含みます

接種間隔の変更に伴う武田/モデルナ社ワクチンの配分等については、確定次第お知らせします。



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 ③接種のお知らせ ④副反応に関する説明書

⑤接種会場一覧 ⑥予約受付システム操作方法

⑦臨時の大規模接種会場案内（1月21日、2月1日発送分のみ）

追加接種の接種券等については、黄色の封筒でお送りします。

６.接種券について（１）

※１月21日発送分から封筒に点字を入れてお送りします
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・接種券（クーポン券）

①予約日、会場、ワクチン種別が記入でき

るメモ欄を追加しました

②接種券に二次元コードを追加しています

※自治体３回目接種記録入力用

③１・２回目接種記録欄を追加しました

＜１・２回目からの変更点＞

６.接種券について（２）

18（追加接種）
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２回目接種日から概ね6か月を過ぎても接種券が届かない方で、

以下の内容に該当する場合は、「接種券発行申請」が必要になります。

＜該当する可能性のある方＞

〇２回目接種から6か月経過後に接種を希望される方

○２回目接種後に大田区へ転入された方

○製薬メーカーによる治験としての接種をされた方

○海外で接種された方 等

＜接種券発行申請＞
～申請方法～
①電子申請 ②郵送 ③コールセンターへの電話 ④窓口申請（大田区役所本庁舎1階）

～必要書類～
①申請書 ②１・２回目の接種済証 ③本人確認書類

※詳細は、区ホームページをご覧ください。
https://www.city.ota.tokyo.jp/cyuumokujoho/

infection/covid19_wakuchin/yoyaku/Inoculationticket.html

７.接種券の発行手続きについて
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https://www.city.ota.tokyo.jp/cyuumokujoho/infection/covid19_wakuchin/yoyaku/Inoculationticket.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/cyuumokujoho/infection/covid19_wakuchin/yoyaku/Inoculationticket.html


３回目接種に向けて、国のワクチン接種記録システム（VRS）で、接種
記録が確認できない方へお知らせをお送りしました。

＜送付日＞

12月17日

＜送付対象者＞

令和３年３月1日から令和3年11月30日までに大田区へ転入された方で、

令和３年12月６日時点でVRSに２回分の接種記録が確認できない方

8.大田区へ転入された方への１・２回目接種状況確認のお知らせ

１・２回目の接種が接種済で追加接種をご希望の方

１・２回目が未接種で接種をご希望の方

接種券の発行申請が必要となりますので、お知らせと同封の申請書にて接種券の
発行をご申請ください。

予約方法や会場などは、区ホームページやお知らせをご確認ください。
１・２回目が未接種で接種券の再発行をご希望の方は、同封の申請書にて接種券の
再発行をご申請ください。
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９.接種体制

・ 追加接種においても個別接種と集団接種を同時に実施します。

・ 個別接種医療機関を重点的に整備し、効率的で大規模な集団接種会場を設置します。

接種会場の考え方

■個別医療機関*

約300か所の医療機関を予定

*一部医療機関を除き、同じ会場で初回接種（1・2回）も実施します

■集団接種会場

11か所（区施設や民間施設に設置予定）※詳細は「11.集団接種会場」参照

■巡回接種

高齢者施設等入所者、障がい者施設通所者等を対象に施設への巡回を実施

会場
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10.個別接種会場について

【調布地区】

約80か所

【蒲田地区】

約85か所

【大森地区】

約120か所

【糀谷・羽田地区】

約25か所

● 約300か所の医療機関 （参考）１・２回目接種開始当初 約200か所医療機関

● 詳細については、確定次第ホームページなどでお知らせします。

協力医療機関数
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11.集団接種会場について（１）

※「★」は臨時会場のため、数日程度設置を予定
※今後、感染拡大防止を図る観点から国等の方針を踏まえ、変更となる場合がありますのでご了承ください。

集団接種会場は、区内に11か所設置する予定です。

各施設の詳細については、確定次第、区ホームページなどでお知らせします。

23（追加接種）

NO 接種会場（予定） 設置時期（予定） 所在地

１ 日本工学院専門学校12号館(ギャラリー鴻) 開設中～６月下旬 西蒲田5-24-1

２ TKPLuz大森カンファレンスセンター １月下旬～９月下旬
大森北1-10-14
Luz大森5F

３ ★日本工学院専門学校(片柳アリーナ) 2月中旬（2日程度） 西蒲田5-23-22

４ 嶺町集会室 ２月中旬～３月中旬 田園調布本町7-1

５ 六郷地域力推進センター ２月中旬～３月中旬 仲六郷2-44-11

６ ライフコミュニティ西馬込 ２月下旬～３月中旬 西馬込2-20-1

７ ★萩中集会所 ３月上旬（4日程度） 萩中3-25-8

８ ★池上会館 本館 ３月上旬（4日程度） 池上1-32-8

９ ★大森 海苔のふるさと館 ３月下旬（4日程度） 平和の森公園2-2

10 ★馬込第三小学校 ３月下旬（4日程度） 北馬込1-28-1

11 大田区産業プラザ（PiO） ４月上旬～６月下旬 南蒲田1-20-20



11.集団接種会場について（２）
令和4年1月7日現在

7

２

8

5

6
4
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1 日本工学院専門学校12号館(ギャラリー鴻)
3 日本工学院専門学校(片柳アリーナ)

嶺町集会室

大田区産業プラザ（PiO）

ライフコミュニティ西馬込

★馬込第三小学校

TKPLuz大森カンファレンスセンター

★池上会館 本館

★萩中集会室

六郷地域力推進センター

★大森 海苔のふるさと館

10

9
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1・3

11 



大田区在勤の方は、原則として勤務先の医療機関又は、居住地の
自治体の接種会場、都の大規模接種会場での接種となりますが、
大田区の集団接種会場での接種も可能です。

接種をご希望の方は、予約受付システムの利用にあたって以下の
手続きが必要になります。

＜住所地外接種兼予約番号登録申請＞
～申請方法～
①電子申請
②郵送

※申請をいただいてから予約受付システムが使用できるようになるまで約1週間～
10日間程度かかります。

※詳細は区ホームページをご確認ください。

12.医療従事者の方への接種
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13.接種予約について（１）
○接種券が届き次第、予約できます！

２回目接種完了後の８か月後以降の日付を選んで予約が可能です。

※前倒し対応に係るシステム改修を予定しています。

3回目接種券

1・2回目の接種記録

💻

☎

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

26（追加接種）
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１１ー２ 予約キャンセル待ち等の流れ８．当日予約、キャンセル待ち

当日予約

○予約受付日時 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。

キャンセル待ち

〇受付日時 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）

接種日当日、午前9時から午後3時まで受け付け

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時から受け付け、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

※当日のワクチン廃棄がない場合等は、接種を受けられませんのでご留意ください。

『今日・すぐ☆ワクチン』

13.接種予約について（２）

27（追加接種）当日予約、キャンセル待ちの実施会場等の詳細については、区ホームページをご確認ください。



14.追加接種に係る予約支援体制について

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

◆特別出張所

期間 令和４年１月24日（月）～３月31日（木）（予定）
時間 午前９時～午後５時（土曜・日曜・祝日を除く）
場所 地域包括支援センター17か所、地域庁舎３か所(大森、調布、糀谷・羽田)
内容 予約支援・相談、各種問い合わせ対応

【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１月24日（月）～３月31日（木）（予定）
時間 午前８時30分～午後５時（土曜・日曜・祝日を除く）
場所 18特別出張所
内容 予約支援・相談、各種問い合わせ対応

◆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

28
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拡充

詳細については、区ホームページを
ご確認ください。



○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

15.コールセンター、お問い合わせについて

※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 8：30～17：15（土曜・日曜・祝日及び年末年始〈12月29日～1月3日〉を除く）

29（追加接種）



○ホームページのデザインを変更しました

知りたい情報がすぐにわかるように、見やすいデザインに変更

しました。

〇区報掲載について

＜１月１日号＞ 追加接種概要（スケジュール・予約方法等）

＜１月13日臨時号＞ 追加接種の詳細について

16.追加接種のお知らせについて
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新型コロナウイルスワクチン予防接種に係る証明

② 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：海外渡航のために必要のある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。

接種券に付属している「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時）」ではなく、
大田区の様式による「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」が必要な方は申請により発行します。
対象者：医療従事者、接種券に付属する予防接種済証（臨時）を紛失された方等

原則、大田区に住民票がある方

②、③の書類の申請方法 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。

接種後

① 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時）

接種券を用いて接種を受けた人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

申請必要

申請不要

③ 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（大田区様式）

17.新型コロナウイルスワクチン予防接種に係る証明（１）
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17.新型コロナウイルス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
証明書が電子版で取得できます

〇申請受付開始：12月20日

〇接種証明書（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。

〇電子版の申請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＞
〇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。

32（追加接種）

SAMPLE

詳細については、区ホームページをご確認ください。



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・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）

外国人の方

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、外国人と会場スタッフにより翻訳
対応を行います。

18.これまでの取り組みの継続について（１）

33（追加接種）



地震や大雪等で外出が危険な状況が見込まれる場合、接種の中止又は時間短縮をします。
※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。

中止等の連絡

新たに接種予約をご自身の都合が良い日程で予約受付システムまたはコールセンターで
お取りください。

新たな予約の取扱い

18.これまでの取り組みの継続について（２）
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