
 

 

 

 

11 月以降の新型コロナウイルスワクチン 

集団接種会場について 

これまで本市では、個別接種をはじめ、集団接種や大規模接種など、新型コロナウイルスの

ワクチン接種に取り組んでまいりましたが、現在は、いずれも予約が取りやすい状況となって

います。改めて、まだ接種を受けていらっしゃらない方向けに、国からのワクチン供給量に  

合わせた今後の予約可能な集団接種会場をご案内します。 

今後、集団接種会場の接種予約は、限られた会場での受付となりますので、接種をご希望 

する方は、是非この機会にご予約ください。 

 

１ 11 月から２回接種ができる集団接種会場は５か所です 
 

全18会場のうち13会場は、２回目接種の終了日にあわせ、順次会場を閉じていきます。 

11 月から２回接種ができる会場は、次の５会場となります。 

なお、５会場の最終日には、ファイザー社製ワクチンについて、２回目の接種が未接種

のままとなっている方のみの接種枠を設けます。 
 

区 会場名 
予約 

開始日 
１回目の接種日時 

(2 回目は 1 回目接種の３週間後) 
最終日 

(2 回目接種のみ) 

鶴見区 鶴見公会堂 

10/25 

(月) 

11/4(木)、11(木)  

11/6(土)   

11/13(土)  

16：45～19：15 

9：45～12：00 

9：45～15：30 

12/９(木) 

16：45～19：15 

南区 南公会堂 
11/3(水)、10(水) 

11/6(土)、13(土)  

16：45～18：45 

13：15～18：45 

12/8(水) 

16：45～18：45 

港北区 

慶應義塾 

日吉キャンパス 

協生館２階 

11/3(水)、10(水)  

11/4(木)、11(木)  

11/6(土)、13(土) 

16：45～19：30 

16：45～19：30 

13：45～16：30 

12/11(土) 

14:00～17：00 

戸塚区 
戸塚スポーツ 

センター 

11/4(木)、11(木) 

11/13(土)  

11/14(日) 

16：45～19：30 

13：45～16：30 

9：45～12：30 

12/11(土) 

13：45～16：30 

瀬谷区 
瀬谷区総合庁舎 

(瀬谷区役所)5 階 

11/6(土) 

11/7(日) 

11/13(土) 

13：15～19：15 

9：45～15：45 

14：30～17：30 

12/11(土) 

13：15～15：45 

 

  

令和３年 10 月 11 日 
健康福祉局健康安全課 横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

裏面あり 



２ 集団接種の今後の予約枠について 

予約は、市の予約専用サイト(WEB）、横浜市 LINE 公式アカウント及び予約センター(電

話)で受け付けます。 

実施時間は、会場ごとに異なるため、詳細は市ウェブページをご覧ください。 
 

（10月11日現在） 

予約開始日  予約枠  接種期間（1回目）  予約可能会場数 

10月11日（月） 

午前９時から 
約9,000人(約18,000回) 10/19(火)～10/24(日) ５か所 

10月18日（月） 

午前９時から 
約9,200人(約18,400回) 10/26(火)～10/31(日) ５か所 

10月25日（月） 

午前９時から 
約7,000人(約14,000回) 11/3(水)～11/14(日) ５か所 

予約開始日 予約枠 
ファイザー社製ワクチン 

２回目接種のみ 予約可能会場数 

11月１日（月） 

午前９時から 
約1,400人 12/8(水),9(木),11(土) ５か所 

※予約可能会場は、別紙をご確認ください。 

 
３ 当日予約の開始について 

集団接種会場においても、下記の期間･会場において、接種を希望される日に空いてい

る予約枠がある場合、予約専用サイト（WEB）及び LINE 公式アカウントから、当日の予約

が可能となります。（※ただし、午前零時から午前９時までの予約受付はできません。） 

なお、予約センターでの電話予約は、これまで通り、前日までの受付となります。 
 

接種期間 当日予約が可能な会場（区） 

10/12(火)～10/31(日) 西区、磯子区、金沢区、青葉区、都筑区 

11/3(水)～11/14(日) 鶴見区、南区、港北区、戸塚区、瀬谷区 

 

≪参考≫ 

１ 個別接種について 
 

個別接種についても、11 月以降に接種が見込まれる対象者に合わせて、一時的に接種 

医療機関を集約し、12 歳～15 歳の接種を積極的に行う医療機関等、約 450 か所を中心に  

接種を進めていきます。 

11 月以降も予約を受け付ける医療機関の情報は、11月１日（月）に市のウェブサイトで

掲載します。各医療機関のご案内に沿ってご予約ください。 

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

 

 現在 11 月以降 

医療機関数 約 1,600 か所 約 450 か所※ 

※11月以降も１回目の接種を行えます。 

※個別接種ではファイザー社製のワクチンを使用します。 



２ 大規模接種について 
 

10 月 18 日(月)午前９時から、大規模接種会場における 10月 25日(月)以降の予約受付を

開始します。予約は、市の予約専用サイト（WEB）、横浜市 LINE 公式アカウント及び予約セ

ンター（電話）で受け付けます。ワクチン供給量等の理由により、大規模接種会場における

予約は今回が最後となります。 

 
 

接種場所 予約開始日 接種期間（１回目） 

横浜ハンマーヘッド 
10月 18日（月） 

午前９時から 

10月 25日(月)から 

11月７日(日)まで 

※１回目接種の予約の際に、４週間後の同時刻で２回目接種の予約が自動的に設定されます。 

※11月８日（月）以降は２回目の接種期間となるため、新規予約受付はありません。 

※大規模接種会場では、武田/モデルナ社製のワクチンを使用します。 

 
 

 

 
  

お問合せ先 

【１・２ 集団接種会場について】 

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

【３ 集団接種会場の当日予約について】 

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 

【個別接種について】 

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

【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 



別紙 

 ■予約可能会場一覧 

区 会場名 

新規予約開始日と 

予約可能な会場 
接種終了日 

(予定) 
10/11 10/18 10/25 

鶴見 鶴見公会堂   ◎ 12 月 9日 

神奈川 神奈川公会堂    10 月 30日 

西 横浜駅西口ローズホール  ◎  11 月 21日 

中 技能文化会館    11 月 7日 

南 南公会堂   ◎ 12 月 8日 

港南 港南スポーツセンター    11 月 3日 

保土ケ谷 保土ケ谷スポーツセンター    10 月 31日 

旭 旭スポーツセンター    10 月 30日 

磯子 磯子センター ◎ ◎  11 月 21日 

金沢 ビアレヨコハマ新館２階 ◎ ◎  11 月 21日 

港北 慶應義塾日吉キャンパス協生館２階   ◎ 12 月 11日 

緑 緑公会堂    10 月 31日 

青葉 青葉公会堂・青葉スポーツセンター ○ ○  11 月 18日 

都筑 都筑地区センター ◎ ◎  11 月 21日 

戸塚 戸塚スポーツセンター   ◎ 12 月 11日 

栄 栄スポーツセンター    10 月 31日 

泉 泉公会堂 ○   11 月 11日 

瀬谷 瀬谷区総合庁舎(瀬谷区役所)５階   ◎ 12 月 11日 

合計 ５か所 ５か所 ５か所  

※「◎」⇒夜間(17時以降、概ね 19時半頃まで)も接種可能な日がある予約 

 (実施時間は、会場ごとに異なる為、詳細はウェブページをご参照ください) 

※お住まいの区以外の会場でも予約・接種が可能です。 

※選挙や台風等の影響により、一時休止や会場が変更となる場合があります。 

 衆議院選挙の影響による会場時間や実施日の変更については、市ウェブページをご覧ください。 

※接種終了後も撤去作業等がありますので、施設の利用再開につきましては、改めて各施設のホームページ

等でお知らせする予定です。 


