
大田区新型コロナウイルス
ワクチン接種実施計画

（3.5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３年１０月２２日

～安心、便利、迅速なワクチン接種のために～
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3.5版の主な変更点

１ 10月・11月の集団接種の予約

２ 12月以降の補完的な会場開設

３ 10代・20代の男性へのワクチン接種について

４ 当日予約（会場等の追加）

５ 転入された方への接種券の発行方法の変更

６ 新型コロナワクチンの追加接種（3回目接種）の想定



10月・11月の集団接種の予約
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希望する区民の方への集団接種は、接種事業の進捗に伴い、11月をもって会場を大幅に縮小します。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、接種を希望される方は予約受付期間中に必ずご予約ください。

・武田/モデルナ社ワクチン使用
大田区民ホール・アプリコ展示室、大田区産業プラザ（PiO）

・ファイザー社ワクチン使用
キヤノン株式会社下丸子体育館、日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」

予約スケジュール

対象会場

ワクチンの種類 武田/モデルナ社 ファイザー社

新規接種予約枠 10月1日（金）～ 11月27日（土）

予約受付 10月22日（金）まで 10月29日（金）まで

１回目の接種期日 10月29日（金） 11月6日（土）

※11月28日（日）以降も接種を想定しています。

予約受付期間以降の予約についてはコールセンターにご相談ください。

接種を希望して都合がつかない方のために、11月26日（金）、
11月27日（土）も集団接種会場を開設します。
11月中の日程の都合のつかない方に順次ご案内します。



12月以降の補完的な会場開設

○対象者 新たに12歳になる方でワクチン接種を希望される方

大田区に転入された方でワクチン接種を希望される方

これから１回目・２回目のワクチン接種を希望される方

○実施会場 日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」

○ワクチンの種類 ファイザー社ワクチンまたは武田/モデルナ社ワクチン

※接種実施日によってワクチンの種類が異なりますのでご注意ください。

○開設日 12月～ 不定期 木曜日、土曜日を中心に開設します。

詳細はホームページ、SNS等でお知らせします。

※10月30日（土）午前8時30分から予約受付を開始します。

○申込方法 大田区新型コロナワクチン接種コールセンター 03-6629-6342

受付時間 8：30～17：15（日曜日・祝日を除く）

※予約受付システムでは予約を受付けていません。
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10代・20代の男性へのワクチン接種について １
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10代・20代の男性と保護者の方へ「新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について」
お知らせがありました。（厚生労働省 令和3年10月15日付け通知）

○ 10代・20代の男性では、 武田／モデルナ社のワクチンより、ファイザー社のワクチンの方が、
心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が低い傾向がみられました。

○ 武田／モデルナ社のワクチンを予約中の方も、武田／モデルナ社のワクチンを1回目にすでに接種
した方も、2回目にファイザー社のワクチンを希望する場合は、予約の振替が可能です。

○ なお、ご本人または保護者が希望する場合には、武田／モデルナ社のワクチンを受けることもできます。

10代・20代の男性は、ファイザー社のワクチンの接種も選択できます

※10代・20代の男性については、接種日時点で10代・20代の方が該当します。

○ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合にも、心筋炎・心膜炎になることがあります。感染症
による心筋炎・心膜炎の頻度に比べると、ワクチン接種後に心筋炎・心膜炎になる頻度は低い
ことがわかっています。

○ 新型コロナワクチンは、発症予防効果などの接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きい
ことを確認して、皆様に接種をおすすめしています。しかしながら、ワクチン接種は、あくまでご本人
の意思に基づき受けていただくものです。ご本人が納得した上で、接種をご判断ください。

10代・20代の男性も、引き続きワクチンの接種をご検討ください



10代・20代の男性へのワクチン接種について ２
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（1）武田／モデルナ社ワクチンの接種を希望される場合
ご予約のとおり接種を受けられます。

（2）ファイザー社ワクチンの接種を希望される場合
○申込方法 大田区新型コロナワクチン接種コールセンター （03-6629-6342）
○予約受付日時 8時30分～17時15分（日曜日・祝日を除く）

予約の変更は、2日後以降のご予約になります。

なお、お急ぎの方は当日予約も受付けます。
○申込方法 当日予約申込専用コールセンター （03-5744-1761）
○予約受付日時 平日：接種日当日 8時30分～12時

※水曜日、土曜日、日曜日、祝日は当日予約を実施しておりません。

ファイザー社ワクチン会場
・キヤノン株式会社下丸子体育館
・日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」

『今日・すぐ☆ワクチン』 （P5参照）



当日予約（会場等の追加）

接種当日コールセンターで
予約を受付けます。

○予約受付日時 平日：接種日当日 8時30分～12時

※8時30分～9時に連絡いただいた方は、午前11時～12時の接種を受けることもできます。

※水曜日は予備日のため、接種を実施しておりません。

○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、コールスタッフにて、2回目の予約を調整させていただきます。
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『今日・すぐ☆ワクチン』
実施会場

日本工学院専門学校
12号館「ギャラリー鴻」

キヤノン株式会社
下丸子体育館

大田区産業プラザ（PiO）

ワクチンの種類 ファイザー社 ファイザー社 武田/モデルナ社

予約開始日 10月21日（木） 10月4日（月） 9月13日（月）

受付枠
先着18～30名程度
11時～12時

14時～17時30分

先着18～60名程度
11時～12時
14時～18時

先着50～100名程度
11時～12時
14時～19時

10月21日（木）～
受付枠追加



転入された方への接種券の発行方法の変更

２回目までの接種が済んでいない場合で、接種を希望される方

対象者

①郵送申請
コールセンターへ必要書類を郵送してください。
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
必要書類
（１）新型コロナワクチン接種券発行申請書（転入者用）
（２）本人確認書類の写し

②窓口申請
上記①の必要書類をご用意いただき、大田区役所本庁舎1階大田区新型コロナワクチン接種
相談窓口にお越しください。
開設時間 8：30～17：15（土曜日・日曜日・祝日を除く）

③電話申請
申込方法 大田区新型コロナワクチン接種コールセンター （03-6629-6342）
予約受付日時 8時30分～17時15分（日曜日・祝日を除く）

④電子申請
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）してください。

6

これまで、転入された方全員に、接種券を自動的に発行していましたが、
11月1日以降に転入または転入の手続きをされた方は、申請をいただき発行いたします。

申請方法



新型コロナワクチンの追加接種（3回目接種）の想定
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２回目接種を終了した者のうち、概ね８か月以上経過した者
追加接種の対象者は、科学的知見や諸外国の対応状況を踏まえ、今後、国によって判断されます。

接種対象者（想定）

集団接種会場と個別接種医療機関を併せた接種体制の構築を想定

接種会場

国の方針を踏まえ、現在検討中

接種スケジュール

新型コロナワクチンの追加接種（3回目接種）の実施についての方針が国から示されました。
区においても、国の方針に基づき接種体制を構築していきます。

新型コロナワクチンの追加接種（3回目接種）の詳細については、国からの通知があり次第、
随時お知らせします。
※国から示された現段階の状況であり、今後変更となる可能性があります。



１．ワクチン接種において大田区がめざすもの

⇒集団接種会場と医療機関を併せた安心の接種体制

～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！

⇒区報、ホームページ、SNS等できめ細やかに

安心、便利、迅速なワクチン接種

接種場所

予約方法

情報発信
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（77.6%）

83.4%
1.3%

15.3%

総接種状況（12歳以上の総数）

10月22日時点

２．接種事業の今後の見通し １
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12歳以上
（65歳以上含む）

約666,000人

84.7％を超える

区民が接種を完了
することを想定

接種実績、区の予約システムで捕捉

増要素
・新たに接種を希望される区民
・区の予約システム以外の
個別接種予約と接種実績

・職域接種・大規模接種会場
の予約・実績

（登録待ちを含む）

接種済人数（1回目）

接種済人数
（2回目）

その他

1回目予約者数

接種済人数（1回目）
555,694人

( 83.4% )

接種済人数（2回目）
516,647人

( 77.6% )

1回目予約者数
8,500人

( 1.3% )

その他
101,806人

( 15.3% )



※１箱に10バイアル（瓶）入っており、
1バイアルあたり10回分のため１箱
あたり100回として計算

ファイザー社ワクチン

２．接種事業の今後の見通し ２

11月までのワクチンの供給量
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※１箱に195バイアル（瓶）入っており、
1バイアルあたり6回分のため１箱あたり
1,170回として計算
但し、第4クールまでは、1バイアルあたり
5回分のため１箱あたり975回として計算

武田/モデルナ社ワクチン

アストラゼネカ社ワクチン →東京都が大規模接種会場を開設

ワクチン供給量は
接種対象者の9割を
超えている

・11月末までに希望する
区民への接種に使用

・12月以降の接種に使用
・ワクチンの供給について

東京都と調整

区分
区への

供給量(箱)
接種可能回数

確定供給量
第15－2クール

まで
10/4の週まで 591 689,130

4/5の週～10/4の週 591 689,130全クール供給量

ワクチン出荷時期

区分
区への

供給量(箱)
接種可能回数

確定供給量 2,733 273,300

2,733 273,300

ワクチン出荷時期

第23クールまで

全クール供給量



２．接種事業の今後の見通し ３
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集団接種会場の接種可能回数

ワクチンメーカー 10月以降の集団接種会場
1日の最大接種
可能回数

武田／モデルナ社

大田区民ホール・アプリコ展示室 822回

大田区産業プラザ（PiO） 2,880回

ファイザー社

キヤノン株式会社下丸子体育館 760回

日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」 822回

希望する区民の接種を、11月までに完了することを目指す

11月末までの接種の見通し



３．新型コロナワクチンについて
・ファイザー社ワクチン

・武田/モデルナ社ワクチン

○集団接種会場

・武田/モデルナ社ワクチン使用
大田区民ホール・アプリコ展示室
大田区産業プラザ（PiO）

・ファイザー社ワクチン使用
キヤノン株式会社下丸子体育館
日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」

※補完的な開設（12月～）
ファイザー社ワクチンまたは武田/モデルナ社ワクチン使用
日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」

○個別接種医療機関（ファイザー社ワクチン使用）

対象医療機関は区ホームページに掲載しています。

ワクチンの種類

接種会場

12

※10月22日時点



ファイザー社ワクチン 接種対象：12歳以上
武田/モデルナ社ワクチン 接種対象：12歳以上

３．新型コロナワクチンについて

〇同じワクチンを２回接種する。
異なるワクチンを接種することが無いようワクチンごとに会場が分かれています。
予約の際は、ワクチンの種類と会場にご注意ください。
※10代・20代の男性は、武田／モデルナ社のワクチンを1回目にすでに接種した方も、

2回目にファイザー社のワクチンを希望する場合は、予約の振替が可能です。

〇接種間隔を空ける。
・ファイザー社ワクチンは、１回目の接種から３週間空けて、２回目を接種してください。
・武田/モデルナ社ワクチンは、１回目の接種から４週間空けて、２回目を接種してください。
※交互接種を行う場合は、１回目の接種から27日以上の間隔を空けて、 ２回目を

接種してください。

接種における注意点

接種対象年齢
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※推定人数・一部重複あり

４．接種対象者

接種対象者
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＊3.2版までの対象人数から、実態を鑑み、接種券の発送人数に基づき算出

＊対象人数 予約開始日

ア ※高齢者施設入所者の方

イ 高齢者の方（６５歳以上の方） 5月21日

ウ－① ６０歳以上～６４歳以下の方 約38,000人

ウ－② ※基礎疾患等を有する方（５９歳以下の方） 約36,000人

ウ－③ ※高齢者施設等の従事者の方（５９歳以下の方） 約12,000人

エ １２歳以上～１８歳以下の方 約36,000人 7月9日

オ １９歳以上～３９歳以下の方 約202,000人 7月14日

カ ４０歳以上～５９歳以下の方 約219,000人 7月20日

約666,000人

約171,000人

合計

接種対象者区分

7月7日



※希望する区民の方への接種が11月までに完了することを目指します。

５．接種スケジュール

全体のスケジュール
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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歳以上～64歳以下の方

・基礎疾患等を有する方

  (59 歳以下の方)

・高齢者施設等の従事者

  (59歳以下の方)

新たに12歳になる方、転入者等

8月 9月 ～11月 ～2月

12歳以上～59歳以下の方

4月 5月 6月 7月

○

※5/17接種券発送
※5/21から予約開始

未接種者への対応

接種券○
発送

未接種者への対応

※7/7から予約開始

○6/22接種券発送
※6/9時点の対象者データに基づき送付しました。
※6/10以降各申請期限までに申請された方には随時送付しました。

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26日～6月25日
事前申請期間【方法：電子申請、電話、郵送】

5月6日～6月15日
事前申請期間【方法：電子申請】

5/25から接種開始

7/9から接種開始

一部先行実施
接種券がお手元に届き次第、集団接種会場
「日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」」
のみ先行して予約を行うことができます。

5月6日～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しました。

7/16から接種開始

○6/29
接種券送付

※7/14から予約開始

・19歳以上～39歳以下の方

・40歳以上～59歳以下の方

7/22から接種開始

※7/20から予約開始

7/11から接種開始

※7/9から予約開始

・12歳以上～18歳以下の方

接種券○
発送



７ー２ 集団接種会場６．接種体制

集団接種会場 ※10月22日時点
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６．接種体制

17

希望する区民の方への集団接種は、接種事業の進捗に伴い、
11月をもって大幅に縮小します。
※新たに12歳になる方等への接種を２月まで継続します。

凡例

補完的な開設（12月～）
ファイザー社ワクチンまたは武田/モデルナ社ワクチン使用
日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」

10月 11月 12～2月

大田区民ホール・アプリコ

展示室

大田区産業プラザ

（PiO）

キヤノン株式会社

下丸子体育館

日本工学院専門学校

12号館「ギャラリー鴻」

新たに12歳になる方、転入者等

ファイザー社

武田／

モデルナ社

予約受付中
11月で

終了
終了

ワクチンメーカー 接種会場
10月・11月の

予約開始日
接種終了月

接種期間

補完的な開設



16か所の病院 240程度の診療所

・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

※個別接種医療機関は、予約空き

状況等も含めて区ホームページに

掲載しています。

６．接種体制

個別接種会場

18

希望する区民の方への個別接種は、接種事業の進捗に伴い縮小しています。
各医療機関の接種終了日をホームページに公表しています。



○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

６．接種体制

予約・相談体制

19

※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・日曜日・祝日を除く）



○区ホームページ
よくあるお問い合わせを公開中です。

○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
合わせ対応をしています。

○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。

６．接種体制

情報発信体制

20



接種券等の送付７．接種までのながれ

接種券等

郵送

予約

会場で

接種

接種後

【送付したもの】

・接種券(クーポン券) ・接種のお知らせ ・予診票

・心筋炎・心膜炎に関するチラシ ・副反応に関する説明書

区システム/各医療機関/コールセンターで予約

※予約締切日 武田/モデルナ社：10月22日 ファイザー社：10月29日

予約締切日以降も、集団接種会場の予約はコールセンターで受付けます。

集団接種会場又は個別接種会場で接種

接種済証の保管、ワクチンパスポートの発行

予防接種済証（大田区様式）の発行 等

全体のながれ

21



○予約開始時期

接種券発送後、対象者別に予約を開始しました。

○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。

７．接種までのながれ

○予約方法 ・・・ 会場によって予約方法が異なります。
【区の予約システム】
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。（10月29日まで）

【コールセンター】
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。

【各医療機関の予約】
医療機関（電話、ホームページ、来院）で予約

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

予約 予約方法

22

※予約締切日 武田/モデルナ社：10月22日
ファイザー社：10月29日

予約締切日以降も、集団接種会場の予約は
コールセンターで受付けます。



予約の注意点 ▶ ファイザー社ワクチン

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。

※２回目の予約がお済みでない方は、調整させていただきます。希望される方は、コールセンターにお早めにご連絡ください。

ファイザー社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。

７．接種までのながれ

予約

23



予約の注意点 ▶ 武田/モデルナ社ワクチン

１回目の予約時に４週間以降の２回目の予約を同時にお取りください。

武田/モデルナ社ワクチンについては、

１回目の接種から４週間
空けて（４週間後の同じ曜日に）、
２回目を接種してください。

例：8月1日（日）に1回目を
予約したら、2回目は8月
29日（日）以降の予約
が可能

日 月 火 水 木 金 土

1
接種

１回目

２
➀

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
㉑

２３
㉒

２４
㉓

２５
㉔

２６
㉕

２７
㉖

２８
㉗

２９
接種

２回目

３０ ３１

できるだけ速やかに２回目を接種

その場合

４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。

７．接種までのながれ

予約
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※２回目の予約がお済みでない方は、調整させていただきます。希望される方は、コールセンターにお早めにご連絡ください。
※10代・20代の男性は、武田／モデルナ社のワクチンを1回目にすでに接種した方も、2回目にファイザー社のワクチンを

希望する場合は、予約の振替が可能です。



○持ち物 ①接種券 ②スマートフォン(お持ちの方)

※スマートフォンをお持ちでない方も会場のタブレット端末で対応いたしますのでご相談ください。

※特別出張所において、65歳以上の方を対象に予約支援を行っておりましたが、

引き続き相談を受け付けております。

集団接種会場において、予約日の確認や変更等を対応できるスタッフを配置しました。

○会場毎の支援時間

７．接種までのながれ

【集団接種会場での支援】予約

25

会場名 日程（予定） 支援時間

大田区民ホール・アプリコ展示室 原則水曜日を除く毎日 10時～19時30分

大田区産業プラザ（PiO） 原則水曜日を除く毎日 10時～19時30分

キヤノン株式会社下丸子体育館 原則水曜日を除く毎日 10時～18時30分

日本工学院専門学校12号館「ギャラリー鴻」 原則水曜日を除く毎日 10時～18時00分

12月2日以降も集団接種会場において、支援を継続します。



１１ー１ 予約キャンセル待ち等の申し込み

集団接種会場における接種日当日、キャンセル待ち申込者リストの方に対して、区から電話します。

○目的 ・当日キャンセルに伴う希釈後のワクチン廃棄を無くすため

・早期にワクチン接種を希望する方へ対応するため

○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

○申込方法 ・区ホームページから電子申請（パソコン、スマートフォン）

毎日、午前9時から午後3時まで受け付け

・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

毎日、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

※状況に応じて申込枠数は変更します。

※接種予約を保証するものではありませんのでご留意ください。
※誤接種を防ぐため、ファイザー社ワクチンを使用する会場、武田/モデルナ社ワクチンを使用する会場

それぞれの申し込みフォームを作成しています。１回目の接種の方は、両方へ申し込みができます。
2回目接種の方は、1回目の接種と同じワクチンを使用する会場に申込みをお願いします。

７．接種までのながれ

予約のキャンセル待ち対応予約

26



①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 ・区ホームページから電子申請（パソコン、スマートフォン）

・大田区キャンセル待ち申込専用コールセンター 03-5744-1761

※キャンセル待ち申込みリストの有効期間は原則として申し込み当日のみです。

ただし、電子申請及びコールセンターのどちらも、日曜日・祝日については、申込みを

直前の営業日に受け付けます。営業日は平日、土曜日（日曜日・祝日を除く）です。

②申請日の午後３時から午後5時の時間に、キャンセル待ち申込者リストの上位者に対して、

区から電話します。

③午後４時30分頃から午後７時頃（アプリコのみ午後８時頃）までの指定された時間までに接種

会場へ入室をお願いします。

１１ー２ 予約キャンセル待ち等の流れ

大田区から連絡をしたときに（午後３時から午後８時まで）お電話に出られなかった場合、または、
指定時間まで（連絡から15分～30分程度）の来場が難しい場合は、次の方にご連絡いたします。
※後ほど折り返しいただいても対応できませんので、キャンセル待ち申込期間中はすぐにお電話に出ら

れるようお願いします。

７．接種までのながれ

予約 予約のキャンセル待ち対応のながれ
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ワクチン接種の２回目の予約がお済みでない方等への支援
武田/モデルナ社ワクチン、ファイザー社ワクチン

対象者 １回目の予約は入っているが２回目の予約がお済みでない方

方法 コールセンターより、随時書類の送付又は入電（自動音声）させていただきます。
２回目の予約を希望される方は、コールセンターに、お早めにご連絡ください。
コールスタッフにて、２回目の予約を調整させていただきます。

①原則として、区が日時を指定し、接種日を調整します。接種間隔はワクチンの種類に応じてできるだけ早い時期に調整します。
②２回目の接種会場は区が指定させていただきます。１回目の接種会場と異なる場合もございますが、

あらかじめご了承願います。
③個別接種医療機関にて２回目の予約がお済みでない方についても、集団接種会場にて２回目の接種予約を調整します。

※なお、キャンセル待ちの申し込みにおいても、ワクチンの供給量が減少傾向にあるため、２回目接種希望者を優先します。

対象者に対して、コールセンターより、随時書類の送付又は入電（自動音声）させていただきます。
希望される方は、コールセンターに、お早めにご連絡ください。
２回目の予約を調整させていただきます。

７．接種までのながれ

予約
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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

集団接種会場における接種のながれ

７．接種までのながれ

接種当日
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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）

海外渡航その他の事情により、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

※申請には、有効期間内の旅券（パスポート）の写しが必須となります。

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

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。

７．接種までのながれ

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）

30



８．訪問接種の実施

大田区に在住し、原則以下のすべてに該当する者で、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

対象者

対象者、家族または支援者が、①コールセンター、②申請様式を記入し郵送、③電子申請
申請期間 9月16日～9月29日（目途）

申請方法

訪問接種チームを対象者の自宅に派遣します。
実施期間 1回目接種：10月18日～11月5日 2回目接種：11月8日～11月26日
※ファイザー社ワクチンを使用

接種方法
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以下に該当する方に対して個別接種を実施しています。

○持病があり、往診専門診療所の診療を受けている方

○慢性の腎臓病があり、人工透析を受けている方

○有床診療所に入院されている方等

６月30日以降、順次接種を開始しています。

※詳細については、かかりつけ医にご相談してください。

９．往診等を受けている方への接種

対象者

接種開始日
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大田区福祉事務所（蒲田生活福祉課）と連携して、

８月から「新型コロナワクチン接種のお知らせ」を配布しています。

○特別区人事・厚生事務組合が社会福祉法人に委託して実施している

区内巡回相談（声掛け）

○民間支援団体が行う巡回相談（声掛け）

蒲田駅・大森駅周辺のアーケード街や公園、

多摩川河川敷等

１０．路上生活を余儀なくされている方への接種

配布方法

巡回場所

33
（裏面は福祉の相談窓口）



１１．区が実施している取組み

○実施会場 大田区産業プラザ（PiO） 武田/モデルナ社ワクチン

キヤノン株式会社下丸子体育館 ファイザー社ワクチン

○申込方法 大田区新型コロナワクチン接種コールセンター 03-6629-6342

予約の際は、区内在勤・在学である旨をお伝えください。

コールスタッフより、企業名・学校名をお伺いします。

受付時間 8：30～17：15（日曜日・祝日を除く）

○予約可能期間

予約受付日の2日後～予約受付日の7日後まで

（例） 予約受付日が9月28日の場合 9月30日～10月5日までの接種予約が可能

○対象者

大田区在勤・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。

34

『通勤・通学☆大田でワクチン』

1回目の予約だった場合、コールスタッフにて、2回目の予約をお取りします。



１１．区が実施している取組み
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妊娠中の方、同居されているご家族の方、夫、パートナーの方が対象です。
※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。

妊娠中の方

希望される方は、コールセンターに、お早めにご連絡ください。

予約方法

12歳以上～29歳以下の方、同居されているご家族の方が対象です。
※11歳以下の方と同居されているご家族の方も対象となります。
優先予約枠を設ける日は、土曜日・日曜日・祝日のみです。

若年層（12歳～29歳）の方

妊娠中の方等、若年層（12歳～29歳）の方等を対象に、優先予約枠を設けています。
集団接種会場（ファイザー社ワクチン、武田/モデルナ社ワクチン）が対象です。



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）

１１．区が実施している取組み

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時30分～17時15分（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。

36



１１．区が実施している取組み

新型コロナワクチン接種で、健康ポイントを獲得できるようになりました。
対象者 令和３年４月から接種を受けたすべての方
獲得ポイント １回目接種 500Pt 2回目接種 500Pt ⇒ 2回の接種で1,000Pt

※ 1,000Pt獲得毎に抽選に応募できます。

健康ポイント

区内約500箇所の施設などに加え、各集団接種会場に新たにスタンプ
スポットを設置しました。
会場が開設されている間のみ手に入る期間限定スタンプとなります。

スタンプスポット

より多くの方にワクチン接種や健康に関心を持っていただけるよう、健康づくりを
目的とした『はねぴょん健康ポイント』と連携した取組みを実施しています。

【スタンプ例】

健康応援メール

ワクチン接種、副反応に関する基礎知識を随時配信します。
37



１１．区が実施している取組み

38

感染拡大を防止するため、接種日の前倒しを推奨しております。

○ 集団接種会場の予約に関して、接種日程の前倒しを提案させて
いただく場合があります。

○ ホームページ、SNS等で随時情報を発信していきます。



１２．風水害時の集団接種会場の対応

39

台風等で外出が危険な荒天が見込まれる場合、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



１回目の接種から２回目の接種まで27日以上の間隔をおくこと

１３．交互接種

〇 １回目のワクチン接種後に重篤な副反応が生じたため、２回目に１回目と異なる
ワクチン接種を受ける場合

〇 １回目と２回目に同一のワクチンの接種を受けることが困難な場合 等
○ 10代・20代の男性は、武田／モデルナ社のワクチンを1回目にすでに接種した方も、

2回目にファイザー社のワクチンを希望する場合は、予約の振替が可能です。
（厚生労働省 事務連絡（令和3年10月15日付け））

交互接種が認められる場合

接種間隔

40

１回目と２回目は同一のワクチンを接種することを原則としつつ、
一定の要件のもとで交互接種を行うことができることとなった。
（厚生労働省 予防接種実施規則及び予防接種実施要領改正（令和3年9月21日付け））

問い合わせ先

大田区新型コロナワクチン接種コールセンター 03-6629-6342


