
令和４年12月９日
練馬区 健康部 住民接種担当課

新型コロナウイルスワクチン接種実施計画

練馬区モデル
オミクロン株対応ワクチン接種

小児３回目・乳幼児（１～３回目）接種
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１. オミクロン株対応ワクチン接種について①

対象者

59万人
１・２回目接種を終了した方のうち、５か月を経過※した12歳以上の方
（ただし、11月８日以後にノババックスワクチンで３回目以後の接種をした方は除く）

（令和４年９月13日 時点）

接種費用

無料

使用ワクチン

従来株とオミクロン株（BA.1またはBA.4-5）に対応した２価ワクチン

接種回数

１回

10月 11月 12月 １月 ２月

12歳以上（人） 379,903 20,644 83,188 81,506 13,943

前回接種時期 ～R4.5 R4.6 R4.7 R4.8 R4.9

※10月21日から３か月に短縮
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１. オミクロン株対応ワクチン接種について②

パターン別 接種スケジュール

９月 10月 11月

Ａパターン

Bパターン

Cパターン

２・３回目接種を完了し、
次回接種券を持っている方

Cパターン

４回目接種を完了した方

２・３回目接種を完了し、
次回接種券を持っていない方

最後の接種日から５か月※1

経過した方（12～59歳）

最後の接種日から５か月※1

経過していない方

接種券・予約・接種

接種券は、最後の接種日から４か月半後※2に発送
接種券が届き次第、予約および接種

接種券・予約・接種

接種券は、最後の接種日から４か月半後※2に発送
接種券が届き次第、予約および接種

予約

・病院・区立施設
9/23㈮正午～開始

・診療所は随時開始

接種

・病院・区立施設
9/26㈪～開始

・診療所は随時開始

※接種券を紛失した方は再発行申請が必要です。

予約

・病院・区立施設
10/6㈭正午～開始

・診療所は随時開始

接種

・病院・区立施設
10/14㈮～開始

・診療所は随時開始

接種券

9/28㈬～
発送

※1 10月21日から３か月に短縮
※2 10月24日発送分から２か月半後
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２. 接種体制

かかりつけや近くの診療所で接種できる 個別接種 をメインに、

一度に多くの方を接種できる 集団接種 でカバーする ベストミックス方式

近くて 安心 希望する場所で

コンセプト

さらに、

福祉タクシー や 訪問接種 で自力で会場に行けない方をフォロー

個別接種会場 集団接種会場

約350か所 17か所
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３. 本モデルの特長

１.身近なかかりつけで安心して 接種できる

２.自宅の近くで 接種できる

３.自力で会場に行けない方も希望する場所で 接種できる

これまで高齢者の約７割がかかりつけで接種

身近な地区区民館等を臨時の接種会場として開設

移動の負担を軽減することで接種の機会を確保

かかりつけ医による接種

接種会場のキャラバン方式

福祉タクシーや訪問接種
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４. 特長１～安心して接種できる～

診療所等

個別接種会場・病院配置イメージ

病院

約350か所の診療所等で区内全域をカバー

接種可能数 144,000回／月
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設置期間

12月 １月上旬 １月中旬 １月下旬 ２月上旬 ２月中旬 ２月下旬 ３月上旬 ３月中旬 ３月下旬

練馬 サンライフ練馬 300

石神井公園区民交流センター 240

東京海上日動石神井スポーツセンター 1,000

勤労福祉会館 240

西大泉地区区民館 210

大泉学園地区区民館 210

南大泉地域集会所 210

早宮地域集会所 210

早宮地区区民館 210

田柄地区区民館 210

北町地区区民館 210

33,540１か月の接種回数 28,890 23,290

【参考】個別接種会場での接種可能回数（最大） 144,000

25,790

光が丘

エリア 接種会場名
1日の

接種回数

石神井

大泉

7

５. 特長２～近くで接種できる～

集団接種会場（区立施設等 11か所）

常設会場に加え、地区区民館等をキャラバン方式で実施

常設 臨時 ※点線は調整中
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５. 特長２～近くで接種できる～

サンライフ練馬石神井公園
区民交流センター

東京海上日動石神井
スポーツセンター

大泉学園地区区民館 北町地区区民館西大泉地区区民館

田柄地区区民館
南大泉地域集会所

集団接種会場配置イメージ

早宮地区区民館

勤労福祉会館

早宮地域集会所
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６. 特長３～希望する場所で接種できる～

車いす等を利用しているために、医療機関等のワクチン接種会場への移動が
困難な高齢者や障害者の方を対象に、車いすやストレッチャーのまま利用でき
るリフト付きタクシーによる接種会場への送迎を支援

これまでに、延べ3,158名が利用

福祉タクシー

訪問接種

寝たきり等によりワクチン接種会場での接種が困難で、かつ、かかりつけ医
の往診による接種を受けられない方を対象に、医師・看護師等が自宅を訪問し
接種

これまでに、延べ220名が利用

福祉タクシー

訪問接種

（令和４年10月31日 時点）

（令和４年12月６日 時点）
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７. 初回接種および小児接種・乳幼児接種について

個別接種会場と集団接種会場で、従来ワクチンによる１・２回目接種を実施

個別接種会場と集団接種会場で、小児用ワクチン・乳幼児用ワクチンによる１～３回目接種を実施

小児接種・乳幼児接種

初回接種

小児 ワクチン 接種間隔

１回目接種

２回目接種

３回目接種 ２回目接種後、５か月以上の間隔をおいて３回目接種

ファイザー社製

５～11歳用ワクチン

１回目接種後、通常３週間の間隔をおいて２回目接種

乳幼児 ワクチン 接種間隔

１回目接種

２回目接種

３回目接種 ２回目接種後、８週間以上の間隔をおいて３回目接種

ファイザー社製

生後６か月～４歳用ワクチン

１回目接種後、通常３週間の間隔をおいて２回目接種
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８. 予約・相談

新型コロナワクチン接種予約サイト
【24時間受付】
https://vaccines.sciseed.jp/nerima-vaccine/

直接電話またはインターネットにて申込
一部の診療所は、左記の予約システムから申込

予約サイト

練馬区新型コロナウイルスワクチン
予約システムサポートデスク【全日9時～17時】

0120-427-409

診療所・クリニック病院・区立施設等

相談

練馬区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター【平日9時～17時】

0120-427-417 ※ 英語対応可

予約
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９. 接種実績

従来ワクチン

オミクロン株対応ワクチン

小児接種・乳幼児接種

※小児の３回目接種は、９月９日開始
※乳幼児接種は、10月27日開始

※従来ワクチンの4回目接種の対象者は、（1）60歳以上の方 （2）18歳以上60歳未満で、基礎疾患を有する方、重症化リ
スクが高いと医師が認める方、医療従事者等および高齢者施設等の従事者

※オミクロン株対応ワクチン接種の対象者は、２ページに記載のとおり

接種対象人口
１回目

接種率

2回目

接種率

3回目

接種率

4回目(※）

接種率

669,260人 90.0% 89.3% 70.3% 25.0%

うち高齢者（65歳以上） 162,074人 94.7% 94.4% 90.5% 75.5%

12歳以上

接種対象人口 接種率

597,746人 32.7%

うち高齢者（65歳以上） 153,052人 48.8%

12歳以上

接種対象人口
１回目

接種率

2回目

接種率

3回目

接種率

41,588人 19.6% 18.2% 5.9%

24,759人 1.7% 0.2% 0.0%

小児（５～11歳）

乳幼児（生後６か月～４歳）


