
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
【４回目接種】
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１. ４回目接種について１

３回目接種を終了した方のうち、 ５か月を経過した

① 60歳以上の方

対象者

② 18歳以上60歳未満で

基礎疾患を有する方・その他重症化リスクが高いと医師が認める方

※①の方は、接種券の発行申請は不要です。３回目の接種時期に応じて区から順次発送します。

②の方は原則、接種券の発行申請が必要です。ただし、次の方は、申請不要です。

・初回接種時に、基礎疾患が理由で年齢による発送時期より前に接種券の発行を申請した方
・身体障害者手帳を持っており、心臓・呼吸器・腎臓・肝臓の機能障害がある方
・精神障害者保健福祉手帳や愛の手帳を持っている方
・自立支援医療受給者証（精神通院）を持っており、「重度かつ継続」に該当する方

など、重症化リスクの高い基礎疾患を有することを区が把握している方

20万人
（①17万人・②３万人）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

60歳以上（人） 1,170 18,193 93,077 47,701 9,563

３回目接種時期 ～R3.12 R4.1 R4.2 R4.3 R4.4

（令和４年5月1日 時点）
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２. ４回目接種について２

３回目接種から

５か月後

接種券が

届き次第
３回目接種から

５か月を経過する２週間前

使用ワクチン

ファイザー社製またはモデルナ社製

接種費用

無料

接種までのスケジュール

接種券が到着 接種予約
（電話・インターネット）
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３. 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
15か所

（うち新規６か所）
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４. 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を継続

接種会場のキャラバン方式を採用

福祉タクシーや訪問接種を継続
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５. 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



練馬区モデル

５月 ６月 ７月 ８月上旬 ８月中旬 ８月下旬 ９月上旬 ９月中旬 ９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 1,200

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

早宮地区区民館 210

北町地区区民館 210

田柄地区区民館 210

540 11,880 37,140

【参考】個別接種会場での接種可能回数（最大）

１か月の接種回数

設置期間

石神井

大泉

光が丘

エリア 接種会場名
1日の

接種回数

19,200 11,640

144,000／月

8

６. 特長２～近くで接種できる～

集団接種会場（区立施設等 ９か所）

常設会場に加え、地区区民館等をキャラバン方式で開設
常設 臨時

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



練馬区モデル 9

６.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

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

早宮地区区民館
NEW
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７. 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2,648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143名が利用
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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

練馬区新型コロナウイルスワクチン
予約センター【全日9時～17時】

0120-658-077

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



これまでの取組
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１.接種実績

（令和４年5月19日 時点）

接種対象人口
１回目

接種率

2回目

接種率

3回目

接種率

12歳以上 670,243人 88.2% 87.5% 60.5%

高齢者（65歳以上） 161,380人 94.1% 93.7% 86.8%

小児（５～11歳） 41,356人 13.6% 10.0% ー



練馬区モデル 14

２. これまでの取組１

子ども

小児接種 （4,118名：令和４年5月19日時点）

個別接種会場と集団接種会場で実施

中学３年生 （延375名）

受験を控えた中学３年生が安心して学習や進学準備を行えるよう、優先接種を実施

集団接種会場での優先接種 （2,772名）

新型コロナウイルスから区民を守るため、保育士などエッセンシャルワーカーに、
優先枠での接種を実施
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３. これまでの取組２

障害のある方

重症心身障害児等・生活介護利用者 （初回接種：41名、３回目接種：41名）

臨時会場での接種を実施

就労系事業所通所者 （初回接種：46名、３回目接種：22名）

集団接種会場で専用時間帯を確保

聴覚障害者 （延76回）

集団接種会場に手話通訳者を配置

視覚障害者 （音声コードは全員、点字シールは２名）

接種券封筒へ音声コード・点字シール対応を実施
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４. これまでの取組３

高齢者施設

施設へのワクチン配送 （初回接種：158施設、３回目接種：117施設）

施設における速やかな接種体制の構築を支援

接種医のいない施設への医療機関の紹介 （初回接種：14施設、３回目接種：５施設）

接種医が見つからない施設と医療機関をマッチング

外国人

コールセンターに英語対応可能な職員の配置 （常時１名以上）

英語での案内・対応を実施

外国語相談員による予約支援 （英語・中国語・韓国語・タガログ語）

通訳による予約支援を実施
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５. これまでの取組４

路上生活者

都立公園での出前接種 （延６名）

巡回相談員と周知を図り、都立公園内で接種を実施

集団接種会場での優先接種 （634名）

区民と接する機会が多い、区民事務所の職員に、優先枠での接種を実施

集団接種会場で生じた余剰ワクチンの優先接種 （677名）

余剰ワクチンの接種により、高齢者施設等の職員への早期接種とワクチンの
有効活用を実現

エッセンシャルワーカー
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６. これまでの取組５

初回、３回目、小児接種

今後も個別・集団接種会場で接種体制を確保

妊婦とその家族に集団接種会場での優先接種 （74名）

感染した場合に重症化しやすい妊婦等に、優先枠での接種を実施

集団接種会場で生じた余剰ワクチンの優先接種 （15名）

産婦人科をもつ医療機関の協力により、妊婦への早期接種とワクチンの有効活用を実現

乳幼児連れの保護者用にベビーベッドまたはベビーカー設置 （全集団接種会場）

乳幼児を連れた保護者が安心して接種を受けられるように環境を整備

妊婦等



令和４年５月20日
練馬区 健康部 住民接種担当課


