
 
 
 

新型コロナワクチン接種事業について 
 

 新型コロナワクチン接種について、オミクロン株対応ワクチンによる接種の実

施に向けて準備を進めています。 

 

＜オミクロン株対応ワクチン接種の概要＞ 

１ 接種対象 

  １･２回目接種を完了した 12 歳以上の全ての方 

※これまでの４回目接種対象者は、60 歳以上の方や重症化リスクが高い方等

に限定されていましたが、新ワクチン接種では、その限定がなくなります。 

２ 接種時期 

国から、当初 10 月半ばから開始としていた接種を９月に前倒して始めるよ

う通知があり、本市においても速やかに接種が開始できるよう準備を進めてい

ます。（開始時期・接種間隔ともに未定） 

３ ワクチンの種類 

オミクロン株対応ワクチン（従来株、BA.1 株の両方に対応した２価ワクチン）

で、重症化予防効果だけでなく、感染予防効果や発症予防効果も期待されてい

ます。 

・ファイザー社ワクチン（12 歳以上）※薬事承認申請中 

・モデルナ社ワクチン（18 歳以上）※薬事承認申請中 

４ 接種場所 

（１）個別接種：市内医療機関約 2,000 か所（予定） 

（２）集団接種：市内９か所程度 

（３）施設接種：市内高齢者施設等 

５ 予約受付体制 

市予約専用サイト（web）、市 LINE 公式アカウント、予約センター(電話）、 

FAX 予約（耳の不自由な方）、 

予約代行（郵便局：市内 302 局予定、区役所ワクチン相談員） 
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６ 接種券 

（１） ３回目・４回目接種を受けていない方で、その回の接種券が届いている方 

・お手元にある未利用の接種券で新ワクチンの接種が受けられます。 

・対象となる方へ、予約方法等を記載したハガキを送付します。 

（２）2 回目･3 回目･4 回目接種を受けた方で、次の回の接種券が届いていない方 

・これからお送りする接種券で新ワクチンの接種が受けられます。 

・予約方法等の詳細は、接種券に同封する｢接種のご案内」でお知らせします。 

 

７ その他 

今後、国から詳細が示され本市の計画が決まり次第、広報よこはま、ワクチ

ン NEWS（紙版）、地域情報紙、市ウェブページ等で速やかにお知らせします。 

【参考】市ウェブページ「新型コロナウイルスワクチン接種について(特設ページ)」 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-
iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/vaccine-omicron.html 

  

 

 

 

 

お問合せ先 

【ワクチン接種全般について】 

横浜市新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター  

Tel : 0120-045-070 

【本資料について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当  

Tel : 045-671-4841 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/vaccine-omicron.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/vaccine-omicron.html
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オミクロン株対応 新型コロナワクチン接種 

の実施等について 
 

 国の通知 (令和４年７月 22日付、８月８日付け厚生労働省事務連絡) に基づき、オミク

ロン株対応 新型コロナワクチン接種を実施します。  

※ 本件は、国において関係政省令改正が行われることを前提としています。 

※ 今後、国の方針等に変更があった場合には、適宜計画を見直していきます。 

  ※ 関連する予算の成立を前提としています。 

  

１ オミクロン株対応ワクチンの接種対象等 

(1) 接種対象者 

従来のワクチンを２回以上接種した 12歳以上の全ての方 

対象者数 

約 302 万人（令和４年９月５日時点） 

【内訳】４回目接種済者：約 81万人、３回目・４回目未接種者：約 221 万人 

      ※３回目・４回目未接種者には、接種可能となる日の約３週間前に既に接種券を送付 

しているため、速やかに接種可能 

(2) 使用するワクチン 

オミクロン株対応ワクチン（従来株、BA.1 株の両方に対応した２価ワクチン） 

・ファイザー社ワクチン（12歳以上） 

・モデルナ社ワクチン（18歳以上） 

※ 今後、オミクロン株（BA.４/５）に対応した２価ワクチンへ切り替わる 

可能性があります。 

(3) 接種間隔 

前回接種から５か月以上  ※今後、接種間隔が短縮される可能性があります。 

 

２ 予約開始日 

令和４年９月 22日（木）午前９時～ 

※ 既に従来ワクチンで３・４回目接種を予約済みの方への対応は別紙「１.従来ワク

チンを予約済みの方への対応（３回目・４回目接種）」をご参照ください。 

 

３ 予約受付対象者 

「１(1)接種対象者」のうち、前回接種から５か月以上経過した全対象者の予約を受付 

  

 
令 和 ４ 年 ９ 月 1 4 日 
健康福祉局健康安全課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

裏面あり 
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４ 接種体制（接種場所） 

４回目接種に引き続き、個別接種を中心としながら、集団接種会場を設置し、円滑な接

種を進めます。 

 

接種種別 

(使用ワクチン) 

接種開始 

時期 
接種体制 

施設接種 

ファイザー社 

モデルナ社 
 

ワクチンが

届き次第 

 

・４回目未接種の入所者等を対象に接種を開始 

個別接種 

ファイザー社 

モデルナ社 

 

※医療機関によっ

て、使用するワク

チンが異なりま

す。 

速、 

9/26（月） 

 

● 市内医療機関：最大 約 2,000 か所（予定） 
 

・オミクロン株対応ワクチンの準備が整った、一部医療機関 

（71か所）から接種を開始し、順次拡大します。 

【上記約 2,000 か所の内数】 

・かかりつけ患者以外にも広く接種を行う医療機関数 

約 1,200 か所 

※うち、市予約システムで予約可能な医療機関数 

約 900 か所 

 

集団接種 

(ファイザー社) 

  

※ワクチンの種類

は、国からのワクチ

ンの供給状況によ

り、今後変更となる

場合があります。 

10/7（金） 

以降 

● 集団接種会場：９か所 
 
・多様なライフスタイルに合わせたワクチン接種ができるよ

う、週５日、夜間や早朝を含めた曜日・時間帯（10時頃～

20時頃）で開場します。 

・横浜駅西口会場では、さらに木・金曜日の夜間（23時 45分

閉場）・土曜日の早朝（7時 45分開場）の時間を延長しま

す。 

・また、11月に新たな会場（２か所）を設置します。 

 ※ 詳細は、別紙「２.集団接種会場一覧(10 月)」をご参照 

   ください。 
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５ 個別通知（接種券） 

３回目・４回目を接種していない方で、 

９月末までに個別通知（接種券）が届いている方 
２回目・３回目・４回目の接種をした方で、 

次の回の接種券がまだ届いていない方 

【接種券】 

既に封書でお届けしている３回目（緑）また

は、４回目（ピンク）の未利用の接種券で接

種できます。   

 

【個別はがき】 

予約方法や、接種券を紛失した際の手続き 

等を記載した「個別はがき」を全員に送付 

し、ワクチン接種の開始を周知します。 

(10 月上旬～中旬） 

 

※接種券を紛失・破棄した場合の接種方法

は別紙「３.接種券を紛失・破棄した場合

の接種方法」をご参照ください。 

【接種券】 

10 月３日（月）から順次、オミクロン株対

応ワクチンの接種が可能となる時期（※）

に、新たな個別通知（接種券）を発送します。 

 

※２回目・３回目・４回目接種から５か月が

経過する約３週間前 

※詳細な発送スケジュールは、別紙「４.個
別通知(オミクロン株対応ワクチンの３
回目、４回目、５回目)発送スケジュール
目安」をご参照ください。 

 

６ 予約方法・予約支援等 

  ・接種は事前予約制 

  ・直接、予約を受け付ける医療機関については、個別通知に同封の医療機関一覧 

（区ごと）をご参照ください。 

・市が予約を受け付ける接種場所の予約方法は次のとおりです。 

  (1) 市予約専用サイト(Web)【推奨】  

    URL: https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama (24 時間受付可) 

  (2) 市公式 LINE 

 「横浜市 LINE 公式アカウント」を友だち登録 
※ LINE から予約アカウント情報を登録すると、予約専用サイト(Web)で 

予約できなくなります。 
(3) 予約センター（電話） 

  電話番号：0120-045-112（午前９時～午後７時 土・日、祝・休日も実施） 

(4) FAX(耳の不自由な方でインターネットでの予約ができない方専用) 

  FAX 番号：045-550-4226 

(受付時間：月～金曜日(土・日、祝・休日を除く)午前９時～午後７時) 

  (5) 予約代行（郵便局・区役所ワクチン相談員） 

パソコンやスマートフォン等をお持ちでないなど、インターネット（Web）での予約

が困難な方を対象に、市内郵便局（一部を除く）や、区役所ワクチン相談員による予

約代行を実施します。予約の際は、個別通知（接種券）をご用意ください。 

※ 予約代行は、市が予約を受け付ける医療機関と集団接種会場のみ受け付けます。 

※ 詳細は、別紙「５.予約代行」をご参照ください。 
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【参考】１・２回目接種が受けられる場所（従来ワクチン） 

１・２回目接種については、オミクロン株対応ワクチンではなく、従来ワクチンを接種す

ることになっています。１・２回目接種用として、市内 10 か所の医療機関で、従来ワクチ

ン（ファイザー社）の接種が受けられます。 

※詳細は、別紙「６. １・２回目接種が受けられる場所」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

１～３ オミクロン株対応ワクチンの接種対象等、予約開始日、予約受付対象者、６(4)FAX 

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 

４ 接種体制(接種場所) 

【施設接種】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 八木澤 勉 Tel045-671-4841 

【個別接種】 

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 

【集団接種】 

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

５ 個別通知（接種券） 

  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 

６ 予約方法・予約支援等 

(1)、(2)予約専用サイト・LINE 

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

(3)、(5)予約センター（電話）、予約代行(郵便局・区役所ワクチン相談員) 

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

【参考】１・２回目接種が受けられる場所（従来ワクチン） 

  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 
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１. 従来ワクチンを予約済みの方への対応（３回目・４回目接種） 

オミクロン株対応ワクチン接種の準備が整った接種会場から、次のとおり、従来ワクチ

ンからオミクロン株対応ワクチンへ切り替えます。オミクロン株対応ワクチンの確実な接

種をご希望の場合は、改めてご予約ください。 

【個別接種】 速、９月 26日（月）接種分から順次切り替え  

※切り替え時期は個別医療機関によって異なります。 

【集団接種】９月中の接種では、従来のモデルナ社ワクチンを使用します。 

10 月７日（金）からオミクロン株対応ワクチンを接種します。 

接種実施日 会場名 使用ワクチン 

9/16（金） 

9/17（土） 

9/23（金） 

9/24（土） 

・センター南会場 

・横浜駅西口会場 

・並木中央会場 

従来ワクチン 

（モデルナ社） 

 

２. 集団接種会場一覧（10 月） 

開設日 会 場 名 住所 主なアクセス 実施日 

10/7 

（金） 

 

①みなとみらい会場 

（横浜ハンマーヘッド 

１階 CIQ ホール） 

中区 
新港 2-14-1 

みなとみらい線 
馬車道駅 徒歩 10分 
※桜木町駅・馬車道駅 
からシャトルバスあり 

   週５日 
(火・水・木・金・土) 

②センター南会場 

（パインクリエイト 

ビル３階） 

都筑区 
茅ケ崎中央 
55-1  

市営地下鉄 
センター南駅 
徒歩５分 

③並木中央会場 

（ビアレヨコハマ新館２階） 

金沢区 
並木 2-13-2 

シーサイドライン 
並木中央駅 
徒歩５分 

10/11 

（火） 

④鶴見会場 

（ＴＧ鶴見ビル７階） 

鶴見区 
鶴見中央 
4-33-5  

京急本線 
京急鶴見駅 
徒歩５分 

   週５日 
(火・水・木・金・土) 

⑤希望ケ丘会場 

（第２山
やま

庄
しょう

ビル） 

旭区 
東希望が丘 
101-5  

相鉄本線 
希望ケ丘駅 
徒歩４分 

⑥戸塚会場 

（八 恍
はっこう

ビル２階） 

戸塚区 
上倉田町 
481-1  

JR 線／市営地下鉄 
戸塚駅 
徒歩５分 

10/18 

（火） 

⑦横浜駅西口会場 

（横浜天理ビル 14階） 西区 
北幸 1-4-1 

JR 線等 
横浜駅西口 
徒歩５分 

 
週５日 

(火・水・木・金・土) 

※受付時間等の詳細は市ウェブサイトでご確認ください。 

※11月以降の集団接種体制については、改めてお知らせします。 

 

別  紙 
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３. 接種券を紛失・破棄した場合の接種方法 

   原則、接種券を再発行して、接種していただきます。 

(1)  再発行申請方法（電子申請、郵送申請、コールセンター） 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/saihakkou.html 

  ※詳細は、URL をご参照ください。 

※申請から接種券の発送まで 10営業日（土・日、祝・休日を除く）程度かかります。

なお、申請が集中したときは、それ以上にお時間をいただくことがありますので、

予めご承知おきください。 

 

(2)  接種券がない方で接種を急いでいる方 

集団接種会場限定で、事前予約の上、「個別はがき」をお持ちいただくことで、 

接種ができます。 

【接種できる会場】市が運営する集団接種会場のみ  

※接種券がない場合は、医療機関では接種できません。 

【事前予約】必要 

【接種当日の持ち物】①個別はがき、②本人確認書類、③お薬手帳(お持ちの場合のみ) 

 

 

４. 個別通知(オミクロン株対応ワクチンの３回目、４回目、５回目の接種券)の発送スケ 

ジュール（目安） 

 

発送時期（目安） 前回の接種日 

10 月３日（月） ３回目 

４回目(18 歳以上) 
５月 21日～５月 28日 

４回目(12～17歳) 

５回目 
～５月 28日 

10 月 11日（火） ３・４・５回目 ５月 29日～６月３日 

10 月 17日（月） ３・４・５回目 ６月４日～６月 10日 
※ 変更の可能性があります。 
※ 前回の接種を受けた日は、接種券用紙の右下の「予防接種済証（臨時）」でご確 
認ください。 

※ ワクチン接種記録システム（VRS）に接種情報が登録されていない場合、接種券
が発送できません。また、発送日の直前に登録されるなど、登録のタイミングによ
っては発送が遅れる場合があります。発送予定日から１週間以上過ぎても個別通知
が届かない場合は、恐れ入りますが、再発行の申請をお願いします。 

 

５. 予約代行 

①郵便局(予約代行) 

受付開始日 令和４年 10 月３日（月）～  ※土・日、祝・休日を除く 

受付時間 午前９時から午後５時まで（※1） 

受付場所 市内郵便局（一部を除く）302 か所（※2） 

備考 
予約代行のみを行い、相談等はお受けできませんのでご注意ください。 
窓口の事前予約は不要ですが、混み合う場合があります。 

※１ 商業施設内の郵便局等、一部郵便局では受付日・受付時間が異なる場合があり
ます。 

※２ 次の４か所では予約の代行は行いません。 
・神奈川郵便局（神奈川区）              ・椿ケ丘簡易郵便局（金沢区） 
・横浜市大附属病院内簡易郵便局（金沢区）・横浜卸本町簡易郵便局（瀬谷区） 
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②区役所ワクチン相談員(予約代行) 

受付開始日 
令和４年９月 22日（木）～ ※土・日、祝・休日を除く 
(オミクロン株対応ワクチン接種以外の予約代行等は現在も対応しています) 

受付時間 午前９時から午後５時まで 

受付場所 18 区全ての区役所 

備考 

予約代行のほか、直接予約を受け付ける医療機関への予約サポート、接種

証明など、ワクチン接種に関する幅広いご相談に対応します。 
窓口の事前予約は不要ですが、混み合う場合があります。 

 

 

６.  １・２回目接種が受けられる場所 

病院名 住所 

横浜勤労者福祉協会汐田総合病院 鶴見区矢向 1-6-20 

医療法人 Myクリニック My クリニックあらき医院 神奈川区白幡仲町 47-25 

医療法人 Myクリニック My クリニック神戸医院 神奈川区六角橋 4-1-1 

医療法人社団宏和会 横浜こどもクリニック 西区岡野 2ー5ー18サミット横浜岡野店 2階 

医療法人社団豊葉会 本牧ベイサイドクリニック 中区本牧原 1-22 ムラーラ本牧１階 

医療法人社団愛友会 金沢文庫病院 金沢区釜利谷東 2-6-22 

医療法人社団三雄会 かとうクリニック 港北区樽町 3-6-38 りりあタウン２階 

医療法人社団やまびこ 新横浜整形外科リウマチ科 
港北区新横浜 3-6-4 新横浜千歳観光ビル 1-4

階 

医療法人社団 鴨居病院 緑区鴨居 5-27-10 

医療法人社団 TOWA 長津田ファミリークリニック 緑区長津田 5-4-1-2 階 

 


