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新型コロナウイルスワクチン 

高齢者等の追加接種（３回目接種）の前倒し 
 

 新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目接種）について、横浜市では既に医療

従事者等及び高齢者施設入所者等を対象に前倒し接種を進めています。このたび、さらに

ワクチン接種を加速します。その他の高齢者（65 歳以上）の３回目の接種間隔について、

原則２回目接種完了から８か月以上経過した方としていましたが、新たな変異株の感染拡

大防止策等として、接種間隔を前倒しします。 

 

１ 高齢者施設入所者等（施設接種）の前倒し 

 約 8.5 万人（約 1,000 施設）を対象に、１月中に前倒し可能な対象者約 6.4 万人のう

ち、約 5.1 万人（８割）の接種を目指します。概ね２月末までの接種を目標に前倒しを

進めます。 

 

２ 「その他の高齢者（65 歳以上）」の接種間隔の前倒し 

国の前倒し接種方針 (※１)を踏まえ、令和４年２月以降に２回目接種完了から 

８か月以上経過する 65 歳以上の高齢者について、接種間隔を前倒します。 

 

対象者 接種間隔 

医療従事者等（13 万人） 

高齢者施設入所者等（約 8.5 万人）※２ 
２回目接種から６か月以上 

高齢者（約 86 万人） ２回目接種から７か月以上 

※１ 厚生労働省からの事務連絡（令和３年 12 月 17 日）抜粋 

医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等以外の「その他の高齢者」について、令和４年２月以

降初回接種の完了から７か月以上経過した後に追加接種を実施することができる。 

※２ 医療従事者等、高齢者施設入所者等の人数は、高齢者、18～64 歳の対象者の内数 
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３ 高齢者の３回目個別通知（接種券等）の発送 

高齢者への個別通知の発送スケジュールを次のとおりとします。 

 

２回目接種完了日 接種券発送予定 発送のタイミング 

令和３年６月７日から

６月 16 日まで 
令和４年２月４日（金） 

２回目接種完了から 

８か月を経過した週 

令和３年６月 17 日から 

６月 27 日まで  

令和３年６月 28 日から 

７月６日まで 
令和４年２月 14 日（月） 

令和３年７月７日から 

７月 13 日まで 
令和４年２月 21 日（月） 

令和３年７月 14 日から 

７月 20 日まで 
令和４年２月 28 日（月） 

令和３年７月 21 日から 

７月 27 日まで 
令和４年３月７日（月） 

令和３年７月 28 日から 

８月 13 日まで 
令和４年３月 14 日（月） 

令和３年８月 14 日から

８月 20 日まで ２回目接種完了から 

７か月を経過した週 
令和３年８月 21 日以降 

令和４年３月 21 日の週以降 

毎週月曜日 ※祝日の場合は翌日 

 

※発送からお手元に届くまで数日かかります。 

※２回目接種を受けた日付は、１・２回目接種券と同じ用紙の「予防接種済証（臨時）」で確認 

できます。 

※個別通知の同封物：接種券／予診票／接種案内チラシ／接種場所一覧／ワクチン説明書 

 

 

 

 

 

 

 

２回目接種完了から 

７か月と３週間を 

経過した週 

２回目接種完了から 

７か月と１週間を 

経過した週 

段階的に前倒し 
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４ 「その他の高齢者（65 歳以上）」の接種間隔の前倒しに伴う接種体制の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）個別接種（市内医療機関）の体制【令和４年２月上旬予定】 

ア 接種実施医療機関数 約 1,900 か所（原則、ファイザー社ワクチン） 

このうち、武田／モデルナ社ワクチンを併用して接種する医療機関 約 30 か所 

 

イ 予約体制 

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 

このうち、市予約システムで予約可能な医療機関数 約 880 か所 

(参考)１・２回目の市予約システムで予約可能な医療機関数は約 50 か所でした。 

※約 1,200 の医療機関は市のウェブサイトで予約の空き状況を確認できます。 

※区ごとの接種実施医療機関一覧を個別通知に同封しています。 

  それぞれの医療機関の予約方法は、医療機関一覧をご確認ください。 

 

（２）集団接種の体制 

   集団接種会場を 13 か所設置し、全て武田／モデルナ社のワクチンを使用します。 

（１・２回目接種時がファイザー社ワクチンであった方も接種できます） 

※会場住所等の詳細は１月中旬頃にお知らせいたします。 

※ワクチンの種類は国からのワクチン供給の状況により、一部の会場で今後変更となる可能

性があります。 

 

 

 

（ポイント） 

＜個別接種＞ 

個別接種を行う一部の医療機関で、武田／モデルナ社ワクチンの接種を実施し

ます。（令和４年４月上旬までに約４万回の増加） 

 

＜集団接種＞ 

開設時期の前倒し及び会場の追加により、令和４年２月から順次 13 か所の集団

接種会場を設置し、合計接種回数を約 45 万回に増やします。 

（令和４年４月上旬までに約 19 万回の増加） 

① 大規模な会場（１日あたり 1,000 回以上接種できる会場）２か所の開設時期 

を令和４年３月から１か月程度前倒しして、令和４年２月開始とします。 

② 令和４年２月中に臨時の集団接種会場を、２か所追加で設置します。 
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  ア 大規模な会場（１日あたり 1,000 回以上接種できる会場）  

会 場 名 開設時期(予定) 

①  みなとみらい会場（中区） 
令和４年２月中旬～ 

②  保土ケ谷会場（保土ケ谷区） 

 

  イ 臨時会場 

会 場 名 開設時期(予定) 

③  関内第２会場（中区） 
令和４年２月中旬～ 

④  桜木町・馬車道会場（中区） 

 

  ウ その他の方面別会場 

会 場 名 開設時期(予定) 

⑤  鶴見会場（鶴見区） 

令和４年３月上旬～ 

⑥  日吉会場（港北区） 

⑦  センター南会場（都筑区） 

⑧  横浜駅西口会場（西区） 

⑨  希望ケ丘会場(旭区） 

⑩  戸塚会場（戸塚区） 

⑪  関内会場（中区） 

⑫  磯子会場（磯子区） 

⑬  並木中央会場（金沢区） 

 

５ 予約支援体制の強化 

 

（予約方法） 

１・２回目と同じく、原則、接種は事前予約制です。 

接種券が届いた方から、接種の予約ができます。 

 

●市が予約を受付ける接種場所 

   １・２回目と比べて、市が予約を受付ける医療機関が順次増えていますので、 

予約専用サイト（Web）からの予約を推奨しています。 

①  予約専用サイト（Web） https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama 

     （受付時間 9 時 00 分から 23 時 59 分） 

 

 

https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama
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②  市公式 LINE 「横浜市 LINE 公式アカウント」を友だち登録（２月９日(水)～） 

（受付時間 9 時 00 分から 23 時 59 分） 

       ※ LINE から予約に関するアカウント情報の登録をすると、予約専用サイ

トからの予約はできなくなります。 

③ 予約センター（電話） 0120－045－112 

      (午前９時から午後７時まで土・日・祝祭日も受付)   

      ※ 電話のおかけ間違いにご注意ください。 

 

●直接、予約を受付ける医療機関 

区ごとの接種を受けられる医療機関一覧を個別通知に同封しています。 

それぞれの医療機関の予約方法は、医療機関一覧をご確認ください。 

 

（１） 接種場所・予約の空き状況が検索できる機能の追加 

      医療機関約 1,200 か所と集団接種会場の予約の空き情報がいつでも検索可能 

    です。（２月上旬公開予定） 

 

   ▼ウェブページのイメージ 
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（２）区役所・市内郵便局での予約代行 

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、区役所相談員や市内郵便局（一部を除く）がその場で予約

を代行します（※１）。個別通知（接種券含む）を忘れずにお持ちください。 

 

ア 区役所 

受 付 日 令和４年２月７日（月）～（土日祝日休み） 

受付時間 午前９時～午後５時 

受付場所 18 区役所（合計 90 名体制で受付） 

支援の 

内容 

市の予約システムから予約ができる医療機関や集団接種会場での３回

目の接種を希望される方に対して、予約、キャンセル、変更の手続を窓

口で代行します。窓口の事前予約は不要ですが、混み合う場合がありま

す。 

その他 ３回目接種に関する予約代行のほか、１・２回目の接種のご相談や直接

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。 

 

イ 郵便局 

受 付 日 令和４年２月７日（月）～３月 31 日（木）（土日祝日休み） 

受付時間 午前９時～午後５時（※２） 

受付場所 市内郵便局（一部を除く）302 か所（※３） 

支援の 

内容 

市の予約システムから予約ができる医療機関や集団接種会場での３回

目の接種を希望される方に対して、予約、キャンセル、変更の手続を窓

口で代行します。事前予約は不要ですが、混み合う場合があります。 

その他 ３回目接種の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。 

※１ 予約代行は、市が予約を受付ける医療機関と集団接種会場です。予約可能な医療機関数

は、約 880 か所です。 

※２ 商業施設内に設置されている郵便局等、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。 

※３ 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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（３）市内の携帯ショップでインターネット予約のお手伝い 

市民の方が、ご自身のスマートフォンなどを使って予約できるように、携帯ショッ

プがお手伝いします。個別通知（接種券含む）を忘れずにお持ちください。 

受 付 日 令和４年２月７日（月）～ 

受付時間 

※ 

各店舗により受付日・受付時間、事前予約の要否が異なります。 

実施予定

ショップ 

※ 

・ドコモショップ、d garden 

・au Style、au ショップ  

・ソフトバンクショップ、ワイモバイルショップ 

・楽天モバイルショップ               

支援の 

内容 

市民の方が所有するスマートフォン等で、予約する方法が分からない方

を対象に、携帯ショップの店員が、ご自身で予約ができるようにお手伝

いします。 

その他 ３回目接種に関する予約のお手伝いのみを行い、相談等はお受けできま

せんのでご注意ください。 

※受付時間、実施予定ショップの詳細（実施店舗、事前予約の要否等）は後日、市ウェブページで

ご案内します。 

市ウェブページ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal 

 

 

お問合せ先 

１ 高齢者入所施設での接種状況 

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

２ 高齢者（65 歳以上）の接種間隔の変更 

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 

３ ３回目の個別通知（接種券等）の発送 

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 

４ その他の高齢者の前倒しに伴う接種体制の強化 

(1) 個別接種の体制 

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 

(2) 集団接種の体制（会場①、②） 

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 

(2)  集団接種の体制（会場③～⑬） 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 植村 一人 Tel 045-671-4841 

５ 予約支援体制の強化 

(1) 接種場所・空き状況が検索できるウェブページの新設 

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 

(2) 区役所での予約代行 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 森田 伸一 Tel 045-671-4841 

(2)（3）市内郵便局での予約代行／市内の携帯ショップでインターネット予約のお手伝い 

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

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