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今後の新型コロナワクチン接種の実施等について 
 

 横浜市では、今後、新型コロナワクチンの接種希望者の集中が見込まれることから、11月

に新たな集団接種会場を開設します。 

また、国から、オミクロン株（BA.4-5）対応ワクチンによる追加接種について、令和４年

10月 13日以降に可能となる旨が示されました。これに伴い、現在使用しているオミクロン

株（BA.1）対応ワクチンに加え、オミクロン株（BA.4-5）対応ワクチンの接種を順次開始し

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、適宜計画を見直します。 

 

１ 11 月の集団接種会場の体制 

11 月１日（火）以降、交通アクセス等の利便性等を考慮し、市内中心部に、新たに３会

場を順次開設し、計 10 か所で集団接種を実施します。 

なお、12月以降の接種体制については、予約状況等を踏まえて改めてご案内します。 

【11/１(火)以降新たに開設する３会場】 

開設日 会 場 名 住所 主なアクセス 実施日 

11/１ 

（火） 

ＴＫＰみなとみらい駅前会場 

(ＭＭパークビル５階) 

西区 

みなとみらい 

3-6-3 

みなとみらい線 

みなとみらい駅 

徒歩１分 

週５日 
(火・水・木・金・土) 

11/９ 

（水） 

桜木町・馬車道会場 

(横浜ワールドポーターズ６階) 

中区 

新港 2-2-1  

みなとみらい線 

馬車道駅 

徒歩５分 週５日 
(水・木・金・土・日) 11/16 

（水） 

ローズホール横浜駅会場 

(タカシマヤローズホール１階） 

西区 

北幸 2-11-1 

JR 線等 

横浜駅西口 

徒歩６分 

※その他の会場も含めた詳細は、別紙１「集団接種会場一覧」をご参照ください。 

 

２ オミクロン株（BA.4-5）対応ワクチンの接種 

(1) 新たに使用するワクチン 

オミクロン株（BA.4-5）対応ワクチン（ファイザー社ワクチン（12 歳以上）） 
（従来株とオミクロン株（BA.4-5）の両方に対応した２価ワクチン） 

 
※現時点では、オミクロン株対応ワクチンの接種は、BA.1 対応型又は BA.4-5 対応型のいずれかを 

一人１回接種できます。 

 

【現時点で示されている国からのワクチン供給情報】 

ファイザー社(BA.4-5) 10 月 10 日の週後半以降：約 130 万回 
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(2) オミクロン株（BA.4-5）対応ワクチンの接種・予約受付日 

接種場所 接種開始日 予約受付日 

個別接種 
10 月 13 日（木）以降順次 
※準備が整った医療機関から、順次使用するため、 

医療機関によって接種開始時期が異なります。 

準備が整った医療機関から 

順次受付 

集団接種 
11 月１日（火）～ 
※10 月中は、オミクロン株(BA.1)対応ワクチン（ファ

イザー社）を使用します。 

10 月 12 日（水）10時～ 
※オミクロン株(BA.1)対応ワクチンの

予約も、引き続き受け付けています

（10月中）。 
 

３ 予約受付対象者（９月 14日記者発表済み） 

従来ワクチンを２回以上接種した 12 歳以上の方で、前回接種から５か月以上経過した

全ての対象者の予約を受付 

※現時点では、オミクロン株対応ワクチンの接種は１回で完了します。 

※今後、接種間隔が短縮される可能性があります。 

 

４ 予約方法・予約支援等（９月 14日記者発表済み） 

  ・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・予約支援の詳細は、別紙２「１. 予約方法・予約

支援等」をご参照ください。 

 

５ ３・４・５回目接種券（12歳以上）発送の前倒しについて 

新たに発行する接種券について、オミクロン株対応ワクチンの接種間隔が今後、現在の

５か月から短縮される予定であり、10月末までに該当者に接種券を送付するよう努める旨

が国から示されています。 

これを踏まえ、10 月 17 日以降の発送より順次発送の前倒しを実施し、10 月 31 日の発

送分については、前回接種日から３か月経過する約３週間前を目安に発送します。なお、

11月以降については、接種可能日の約３週間前に発送予定です。 
※詳細は、別紙２「２. ３・４・５回目接種券（12歳以上）発送について」をご参照ください。 

お問合せ先 
１ 11 月の集団接種会場の体制 
  健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 山本 登 Tel 045-671-4841 

２ オミクロン株（BA.4-5）対応ワクチンの接種 
(1) 新たに使用するワクチン 
健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鳥丸 雅司 Tel 045-671-4841 

(2) オミクロン株（BA.4-5）対応ワクチンの接種・予約受付日 
【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 山本 登 Tel 045-671-4841 

３ 予約受付対象者及び、４予約方法(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 予約方法・予約支援等 
・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 
・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 
 
５ ３・４・５回目接種券（12歳以上）発送の前倒しについて 

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 
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【集団接種会場一覧】 

 

 10 月に接種を開始する７会場について、引き続き、週５日接種を行うとともに、11 月１

日（火）以降、新たに３会場を開設します。 

また、横浜駅西口会場で実施している、木・金曜日の夜間、土曜日の早朝の接種も継続し

ます。 

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 

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 

11/１ 

（火） 

⑧ＴＫＰみなとみらい駅前会場 

(ＭＭパークビル５階) 

西区 

みなとみらい 

3-6-3 

みなとみらい線 

みなとみらい駅 

徒歩１分 

週５日 
(火・水・木・金・土) 

11/９ 

（水） 

⑨桜木町・馬車道会場 

(横浜ワールドポーターズ６階) 

中区 

新港 2-2-1  

みなとみらい線 

馬車道駅 

徒歩５分 週５日 
(水・木・金・土・日) 11/16 

（水） 

⑩ローズホール横浜駅会場 

(タカシマヤローズホール１階） 

西区 

北幸 2-11-1 

JR 線等 

横浜駅西口 

徒歩６分 

 

※10月中は、オミクロン株(BA.1)対応ワクチン(ファイザー社）を使用します。 

11 月 1 日（火）以降は、オミクロン株(BA.4-5)対応ワクチン(ファイザー社）を使用しま

す。 

 

※今後、国からのワクチン供給状況により、ワクチンの種類が変更になる可能性があります。 

 

※各会場の受付時間等詳細については、 

【参考①②：集団接種会場 標準的な受付時間一覧（10月・11月）】をご参照ください。 
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【参考①】集団接種会場 標準的な受付時間一覧（10 月） 

※ 戸塚会場は、10/28（金）は接種を行いません。 

  

会場名 ⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇ ⽇曜⽇ 

みなとみらい会場 ― 
10:00〜14:30 
15:30〜19:00 
19:15〜19:45 

― 

センター南会場 ― 
10:15〜12:30 
14:00〜16:15 
17:30〜19:45 

10:15〜13:30 
15:00〜18:15 

― 

並⽊中央会場 ― 
10:15〜12:30 
14:00〜16:15 
17:30〜19:45 

10:15〜13:30 
15:00〜18:15 

― 

鶴⾒会場 ― 
10:00〜12:15 
13:30〜15:45 
17:00〜19:15 

10:00〜13:15 
15:00〜18:15 

― 

希望ケ丘会場 ― 
10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜19:45 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

10:00〜13:15 
15:00〜18:15 

― 

⼾塚会場※ ― 
10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜19:45 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

10:00〜13:15 
15:00〜18:15 

― 

横浜駅⻄⼝会場 

10/18（⽕）開設 
― 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜23:00 

7:45〜9:45 
10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

― 
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【参考②】集団接種会場 標準的な受付時間一覧（11 月） 

会場名 ⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇ ⽇曜⽇ 

みなとみらい会場※１ ― 
10:00〜14:30 
15:30〜19:00 
19:15〜19:45 

― 

センター南会場 ― 
10:15〜12:30 
14:00〜16:15 
17:30〜19:45 

10:15〜13:30 
15:00〜18:15 

― 

並⽊中央会場 ― 
10:15〜12:30 
14:00〜16:15 
17:30〜19:45 

10:15〜13:30 
15:00〜18:15 

― 

鶴⾒会場 ― 
10:00〜12:15 
13:30〜15:45 
17:00〜19:15 

10:00〜13:15 
15:00〜18:15 

― 

希望ケ丘会場 ― 
10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜19:45 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

10:00〜13:15 
15:00〜18:15 

― 

⼾塚会場 ― 
10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜19:45 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

10:00〜13:15 
15:00〜18:15 

― 

ローズホール横浜駅会場 

11/16(⽔)開設 
― ― 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜19:45 

10:00〜13:15 
15:00〜18:15 

横浜駅⻄⼝会場 ― 
10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜23:00 

7:45〜9:45 
10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

― 

TKP みなとみらい駅前会場※２ 

11/1(⽕)開設 
― 

10:00〜12:15 
14:00〜16:15 
17:30〜20:30 

―  

桜⽊町・⾺⾞道会場 

11/9(⽔)開設 
― ― 

10:00〜12:30 
13:30〜16:00 
16:45〜19:15 

※１ みなとみらい会場は、11/24（木）から、受付時間が「10:00～12:30／13:30～15:45」となります。 

※２ TKP みなとみらい駅前会場は、11/12（土）と 11/19（土）は接種を行いません。 
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１. 予約方法・予約支援等（９月 14日記者発表済み） 

  (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

約代行を実施しています。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。 

 

２. ３・４・５回目接種券（12 歳以上）発送について 

発送時期 前回接種日 

10 月 17日（月） ６月４日～７月 27日 

10 月 24日（月） ７月 28日～８月 10日 

10 月 31日（月） ８月 11日～８月 24日 

11 月以降 接種可能日の約３週間前に順次発送予定 

※ 変更の可能性があります。 
※ ５～11歳用の３回目接種券は、現時点では接種間隔の短縮・個別通知発送の前倒し対象

ではありません。 
※ 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、申請をお願いします。 
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