
 

 

 

 

 

新型コロナウイルスワクチン接種等について 

64 歳以下のワクチン接種については、身近な医療機関で接種を実施する「個別接種」を中

心に、「集団接種」、「大規模接種」の３つの接種手法で実施します。８月６日（金）に発送す

る案内ハガキで、64歳以下の対象者（約 245 万人）へ、ワクチン接種の予約方法の詳細をお

知らせします。 

 

１ 64 歳以下のワクチン接種計画について 

    次のとおり３つの接種手法ごとにワクチン接種計画を策定し、概ね 11 月末までに希望す

るすべての市民の皆様への接種完了を目指します。 

(1)  想定接種回数：約 310 万回 

【積算】 

対象者数：64歳以下の人口：約 245 万人 

ア 基礎疾患を有する方   ：約  30 万人×想定接種率 80％＝約  24 万人 

イ 高齢者施設等の従事者の方：約  10 万人×想定接種率 80％＝約  ８万人 

ウ ア、イ以外の方          ：約 205 万人×想定接種率 60％＝約 123万人 

                                                         約 155 万人 

接種回数：約 155 万人×２回接種＝約 310万回 
 

(2)  接種手法別の割合（想定） 

 接種手法別に、概ね次の割合で６４歳以下の接種を進めます。 

企業や大学等で行われる「職域接種」と合わせて、希望する市民の皆様への接種を進め

ます。 

 

※このほか、職域接種が行われます。 

 

(3)  想定接種スケジュール 

接種方法 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

個別接種 
     

集団接種 
     

大規模接種 
     

接種方法 ワクチンの種類 
接種規模
（割合） 

個別接種 

（市内の医療機関） 

ファイザー 約 127.5 万回 

（52％） 

集団接種 

(各区の公会堂やスポーツセンター等) 

ファイザー 約 84万回 

（35％） 

大規模接種 

(横浜ハンマーヘッド CIQホール) 

武田／モデルナ 約 31.6 万回 

（13％） 

合計 約 243.1 万回  

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日 
健康福祉局健康安全課 横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

随時接種開始 

(8/11 予約開始) 

8/16 接種開始 
 現在の会場  再編後 18 会場 

8/16 接種開始 
(8/11 予約開始) 

個別接種 
集団接種 

⼤規模接種 

52％ 35％ 

13％ 

(8/6 以降順次予約開始) 



(4)  ワクチン供給量の見通し 

ア ファイザー社製ワクチン（７月 28日現在） 

国からは、各自治体に対して、10月上旬までに人口の約８割が接種できるワクチン

の供給が行われる見通しが示されています。国全体のワクチン供給量から、人口に応

じた配分がされるよう、国・県に要望していきます。 

イ 武田／モデルナ社製ワクチン 

８月 16日（月）からの大規模接種会場の再開に必要なワクチンが納品される見通し

です。今後も、大規模接種会場の接種に必要なワクチン量を確保できるよう、引き続

き、国・県と調整していきます。 

 
２ 接種手法及び予約について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  個別接種 

個別接種では、以下のとおり予約を受け付けます。 

 
ア 医療機関での直接予約  

市内約 1,550 か所の医療機関で、年齢に関係なく８月６日（金）以降、順次予約をす

ることができます。このうち、かかりつけ患者以外にも接種を行う医療機関が約 1,000

か所あります。予約方法や予約受付時間は、医療機関により異なります。詳細は、市ウ

ェブページに掲載の「医療機関一覧」や、医療機関のウェブサイト等でご確認の上、ご

予約ください。 

 

イ 市の予約専用サイト（WEB）・予約センター（電話）での予約 

一部の医療機関では、市の予約専用サイト(WEB)・予約センター(電話)で、８月 11 日

（水）午前９時から、３段階に分けて予約受付を開始します。予約は毎日受け付けます。 

 

対象 予約開始日 

50 歳以上 ８月 11日（水）午前９時から 

40 歳以上 ８月 16日（月）午前９時から 

全年齢 ８月 23日（月）午前９時から 

※ 年齢は、令和３年度中の満年齢を基準とします。 

64 歳以下のワクチン接種については、身近な医療機関で実施

する「個別接種」で約５割の接種を計画しています。 

集団接種、大規模接種については、予約枠が限られています

ので、かかりつけ医や市ウェブページ等に掲載の医療機関での

接種を積極的にご検討ください。 

また、職域接種や自衛隊東京大規模接種センターでの接種も

ご検討ください。 

なお、県が設置する福祉施設等従事者向けの会場（※）で

は、消防団員、生活支援のＮＰＯ・ボランティア、ケアラー

（在宅介護者）等も接種できます。 
※期間  ：９月 30日まで（予定） 
会場  ：新横浜国際ホテルマナーハウス（南館） 

個別接種 集団接種 

⼤規模接種 

52％ 35％ 

13％ 



(2)  集団接種・大規模接種 

 ア 概要 

(ア)  集団接種 

新たな民間施設等の活用を検討し、継続する接種会場と合わせて、９月下旬以降

は、各区１会場、計 18 会場で接種を行います。なお、実施日は、週３～４日程度

を予定していますが、ワクチンの供給量等に応じ、会場ごとに時間・接種回数等を

今後決定します。 

また、選挙等により、一時休止や会場が変更となる場合があります。詳しくは、

市ウェブサイトをご確認ください。 

 

(イ)  大規模接種 

横浜市立大学２病院、市立病院、地域中核病院、横浜市病院協会、横浜市薬剤師

会等のご協力を得て、８月 16 日（月）から 64 歳以下を含めた接種を開始します。 

会場 横浜ハンマーヘッド「ＣＩＱホール」（横浜市中区新港２－14－１） 

接種期間 ８月 16日（月）～10月 10日（日） 

10 月 11日（月）～12月５日（日）※ 

実施日 月～木曜日、土～日曜日（金曜日休業、週６日実施） 

接種時間 午前 10時 30分 開場、午前 11時 接種開始、午後７時 45分 受付終了 

使用ワクチン 武田／モデルナ社製 28 日（４週間）間隔で、２回目接種 

1日あたりの 

接種回数 
最大 3,300 回／日 ※ 

※ワクチンの供給状況等により、変更する場合があります。 

 

イ 予約について 

ワクチン供給状況等を踏まえ、下表のとおり３段階に分け、市の予約専用サイト（WEB）・

予約センター（電話）で予約受付を開始します。予約方法の詳細は、個別通知「新型コロ

ナウイルスワクチン接種券」に同封しているご案内や、８月６日（金）に発送の案内ハガ

キをご確認ください。 

 

対象 予約開始日 接種方法 予約枠 接種期間（1回目） 

50 歳以上 
８月11日（水） 

午前９時から 

集団接種 約 25,000 人(約 50,000 回) 
8/16(月)～8/22(日) 

大規模接種 約 19,800 人(約 39,600 回) 

40 歳以上 
８月16日（月） 

午前９時から 

集団接種 約 32,000 人(約 64,000 回) 
8/23(月)～8/29(日) 

大規模接種 約 19,800 人(約 39,600 回) 

全年齢 
８月23日（月） 

午前９時から 

集団接種 約 2,000 人(約 4,000 回) 
8/30(月)～9/5(日) 

大規模接種 約 19,800 人(約 39,600 回) 

※ 年齢は、令和３年度中の満年齢を基準とします。 

※ ８月 30日（月）以降は、毎週月曜日午前９時から、翌週１週間分の集団接種・大規模接種会場 

の新規の予約受付を行う予定です（大規模接種会場については、二回目の接種のため、９月６日

（月）以後、４週間の新規予約受付はありません）。 



３ 16 歳未満のワクチン接種について 

16 歳未満の方が接種を受ける際は、次の点にご留意くださいますようお願いします。 

詳細は、７月にお送りした個別通知「12～19歳の方への新型コロナウイルスワクチン接種

に関するご案内」や市ウェブページでもご案内しています。 

 

【16歳未満の方のワクチン接種の際の注意事項】 

・ 接種を受けるには、予診票の署名欄に、保護者の氏名を署名していただく必要があります。

保護者の署名がなければ接種は受けられません。 

・ 小学生の方が接種を受けるには、保護者の同伴が必要です。 

・ 中学生以上の方は、接種医療機関が認める場合を除いて、保護者の同伴が必要です。 

・ 予診票の「電話番号」記載欄に、緊急連絡先（予診や接種の際に必ず保護者の方と連絡のつ

く電話番号）を記載してください。 

 

 

４ 「ワクチンニュース第 6号」の発行 

64 歳以下の方の予約受付や接種証明書等について掲載した「ワクチンニュース第６号」を

８月６日に発行します。区役所や図書館などの公共施設のほか、地域子育て支援拠点、市内

郵便局などに配架し、市のホームページにも掲載します。 

 

 

５ 高齢者の接種状況について 

令和３年７月 31日現在の高齢者の接種状況（※１）は、次のとおりです。 

今後、個別の医療機関等でワクチン接種記録システム（VRS）への実績が反映される予定で

あり、７月末までに希望するすべての高齢者の皆様への接種が完了したものと考えています。 

 

総接種者数 接種１回目 接種２回目完了 

797,324 人 57,947 人 739,377 人 

※１ 令和３年８月３日までにワクチン接種記録システム(VRS)に報告のあった数 
 

お問合せ先 

【１(1)～(3)について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鳥丸 雅司  Tel 045-671-4841 

【２(2)ア(ア)、２(2)イ（集団接種）について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 松崎 善夫  Tel 045-671-4841 

【２(2)ア(イ)、２(2)イ（大規模接種）について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 三室 直樹  Tel 045-671-4841 

【１(4)、２(1)について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 曽我 直樹  Tel 045-671-4841 

【３、４、５について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鈴木 真実  Tel 045-671-4841 

【２（消防団に関すること）】 

 消防局消防団課長  藤沢 直樹  Tel 045-334-6521 

 


