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【改訂履歴】

改訂したページについては右上に★を記載

改訂履歴 発出日 改定内容
初版 令和3年4月9日 初版

1.1版 令和3年4月21日

ワクチン接種スケジュール
現時点で判明しているワクチン供給量及び時期
高齢者に次ぐ優先接種対象者
集団接種会場
個別接種医療機関
その他所要の改訂

1.2版 令和3年5月7日

ワクチン接種スケジュール
現時点で判明しているワクチン供給量及び時期
高齢者施設等の従事者（60歳未満の方）への対応
その他所要の改訂

1.3版 令和3年5月11日

現時点で判明しているワクチン供給量及び時期
区施設・医療機関数及び想定接種回数
集団接種会場
個別接種医療機関
予約方法の変更について
接種予約について
その他所要の改訂



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

※16歳以上～60歳未満の方の接種開始時期は、決まり次第、区ホームページなどで随時

お知らせします。

○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～64歳の方

・基礎疾患等を有する方

  (60 歳未満の方)

・高齢者施設等の従事者

  (60歳未満の方)

7月 8月 9月 10月～R4　2月

16歳以上～60歳未満の方

4月 5月 6月

○接種券
発送

未接種者への対応

接種券○
発送

未接種者への対応

※5/21頃に届くように送付します。
※5/21から予約開始

ワクチンの供給量等により変更する可能性があるため検討中です。

※7月下旬に送付します。
※接種券が届き次第予約することができます。

接種券○
発送 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月下旬～6月25日
事前申請期間【方法：電子申請、電話、郵送】

5月上旬～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。



３ 現時点（5月11日）で判明しているワクチン供給量及び時期
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※第6クールから第8クールの箱数は、国から各自治体に分配可能としている箱数の合計です。
各時期の全国の供給量からみた余裕分は、調整枠として、更に希望する自治体に割り当てる予定です。

※6月末までにすべての高齢者(約3,600万人)に２回接種が完了する分のワクチンが出荷することが可能です。

全国の

出荷量(箱)

区の

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
13,435

＋調整枠
未定 各区市町村の必要量に応じて各都道府県に配分、東京は948箱程度

第８クール 6/21の週～6/28の週
13,434

＋調整枠
未定 各区市町村の必要量に応じて各都道府県に配分、東京は977箱程度

ワクチン出荷時期

約1,000人(2回接種分)

約10,000人(1回接種分)

約175,000人(1回接種分)



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。

※施設内嘱託医やかかりつけ医による接種については、５月以降ワクチンの供給量が

安定し、配送方法が確立次第開始予定です。

○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～64歳の方」 及び「基礎疾患等を有する方（60歳未満の方）」、
高齢の患者と頻繁に接する「高齢者施設等の従事者（60歳未満の
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～６４歳の方 約39,000人
基礎疾患等を有する方（60歳未満の方） 約36,000人
高齢者施設等の従事者（60歳未満の方） 約12,000人

合計 約87,000人



６ー２ 接種見込み数
（６０歳～６４歳の方、基礎疾患等を有する方（６０歳未満の方）、

高齢者施設等の従事者（６０歳未満の方） ）

○60歳～64歳の方、基礎疾患等を有する方（60歳未満の方）、高齢者施設等の従事
者（60歳未満の方）
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（60歳未満の方）
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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（60歳未満の方）への
対応

７月下旬からの接種に向け、基礎疾患等を有する方（60歳未満の方）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月下旬から6月25日（金）まで（予定）

※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 ※接種券が届き次第、予約が可能です。
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（60歳未満の方）
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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（60歳未満の方）への
対応

７月下旬からの接種に向け、高齢者施設等の従事者（60歳未満の方）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月上旬から６月15日（火）まで（予定）

○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 ※接種券が届き次第、予約が可能です。

○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～６４歳の方への対応
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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

※接種券が届き次第、予約が可能です。



１０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

➢原則ファイザー社製ワクチン

個別接種(医療機関等での接種)
➢ファイザー社製ワクチン

今後以下のワクチンは承認され次第接種を実施します。

・アストラゼネカ社製ワクチン ・モデルナ社製ワクチン

15



１０ー２ ワクチンの分配方法

○ファイザー社製ワクチン
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。

16



集団接種 9 5,200 36,000 72,000

接種会場区分 会場数 ５月 ６月まで　(累計) ７月まで　(累計)

126,000

合計 5,400 104,000 227,000

医療機関
病院 16 調整中 13,000 29,000

診療所 180程度 200 55,000

１１ 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
17

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。



１２ー１ 集団接種会場（１）

９か所

区内９か所に「集団接種会場」を設置します。

18

※「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。

※今後、臨時の集団接種会場の開設を予定しています。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）。



１２ー２ 集団接種会場（２）
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１２ー３ 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 20



１３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）

21

※個別接種医療機関は５月13日頃

に区ホームページにてお知らせします。



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

５月13日頃に区ホームページへ掲載予定

１３ー２ 個別接種医療機関における接種スケジュール

22

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 ※Ｐ21参照

※接種開始時期については現在調整中

５月２５日接種開始 ６月７日以降順次接種開始



１３ー３ 個別接種医療機関における予約の留意点
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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。

※予約ができる医療機関は5月13日以降にコールセンターや区ホームページでご確認ください。

※４か所の診療所（※Ｐ22参照）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）

通常業務に支障をきたす恐れがありますので、医療機関への直接の
お問合せはお控えください。



１４ 【重要】予約方法の変更ついて

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

24



１５ー１ 接種予約について
○予約開始時期

接種券発送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。

25

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。



１５ー２ 接種予約（２回目の接種時期の考え方）について

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。

26

※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。

ファイザー社製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。



１５ー３ 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の強化

を予定しています。

○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回線の増設を予定しています。

※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！～

27

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



１６ 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

28



１７ 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月中旬頃に発行する予定です。

○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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１８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。

30



１８ー２ 送付書類イメージ（１）

・接種券（クーポン券）・封筒

31

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



１８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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１８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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