
 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスワクチン接種の今後の予約スケジュールおよび 

５月当初の予約状況を踏まえた対応について 

 ５⽉３⽇より⾼齢者を対象とした集団接種の予約を開始しましたが、今後の予約スケジュールとと
もに、５⽉３⽇からの予約状況を踏まえた対応について、ご案内します。 

 

１ 今後の予約情報について 

５⽉中の予約情報は以下のとおりです。 
5 ⽉ 17 ⽇には、新たな集団接種会場（その他会場）や、個別接種など、予約できる枠が段階的に 

広がりますので、⽇程的に余裕をもってご予約ください。 
 

予約日 集団接種 個別接種 

毎週 

月曜日 

接種場所と接種規模（回数） 予 約 期 間 個別接種 

(病院・診療所) 

※新規 

(主会場) 

 

(その他会場)

※新規 
接種１回目 接種２回目 

5/3 76,509 回  5/17(月)～6/6(日) 
市の予約 

システム 

では、原則

3 週間後の

同時刻同会

場での予約

となります。 

 

医療機関については、 

5 月 17 日に５月 24 日から

の接種期間の予約を開始し

ます。個別接種は、順次、接

種規模を拡大します。 

【開始当初】 

１３か所約 6,300 回/週 

      ↓ 

【最大】 

約 1,100 か所 

約 77,000 回/週 

※病院等の独自予約の場合

は予約期間は医療機関ごと

に異なります。 

5/10 約 29,000 回  ６/28（月）～7/4(日)※1 

5/17 

約 29,000 回  7/5（月）～7/11（日）※1 

 約 53,000 回 6/7(月)～6/27(日)※1 ※2 

5/24 
約 29,000 回  7/1２(月)～7/18(日)※1 

 約 17,000 回 7/19（月）～7/25(日)※1 ※2 

5/31 約 29,000 回 約 17,000 回 7/26（月）以降 ※1 ※2 

※1 記載の期間に加え、前回までの予約分にキャンセルがあった場合の予約が可能です。 
※2 予約期間は会場により異なる場合があります。 
 
(1) 個別接種について 

    市内 13 の医療機関で５⽉ 24 ⽇から接種を開始します。予約は５⽉ 17 ⽇からです。 
市の予約システム・予約センターで予約を受け付ける医療機関名等を５⽉ 12 ⽇に市のホームペ 

ージで発表します。 
 

(2) 集団接種「その他会場」について 

 ６⽉ 7 ⽇以降、順次「その他会場」21 会場を新たに設置します。このうち、５会場は「主会
場」を拡充します（詳細は別紙参照）。お住まいの区以外の会場でも予約可能です。 

なお、21 会場とは別に、２会場は主会場の場所を変更します（詳細は別紙参照）。 

令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 日 
健 康 福 祉 局 健 康 安 全 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



 

 

 

２ 個別通知（接種券含む）の発送日の変更について 

予約センターへの予約集中を緩和するため、65〜69 歳の⽅（約 19 万⼈）の個別通知（接種券含 
む）の発送⽇を次のとおり変更します。 

 
変更前  変更後 

5 ⽉ 14 ⽇（⾦） 5 ⽉ 17 ⽇（⽉） 
※発送から市⺠の皆様のお⼿元に届くまで数⽇程度要する⾒込みです。 

 

 

３ 高齢者向け予約相談体制及び広報の強化について 

（１） 予約相談体制の充実 

⾼齢者の⽅々に予約専⽤サイトでの予約⽅法をお伝えするなど、予約⽅法の説明や補助を⾏う
など各区役所のワクチン接種相談員の体制を充実します。 

 
（２）予約センターの強化  

予約センターの受付回線数を 20 回線追加し、コールセンターと併せて最⼤ 420 回線に拡⼤し
ます。また、待機回線数を 100 回線から 130 回線に増設します。 

 
（３）広報について 

      ⾼齢者の⽅々向けの紙媒体による広報を⾏います。 
配布時期 媒体 内容 配布場所 

5/13 地域情報紙 
集団接種会場の「主会場」、「その他会場」
の⼀覧、個別接種の「市の予約システムで
予約を受け付ける医療機関」 

新聞購読世帯の各⼾ 

5/17 ワクチン NEWS 
(別冊版) 個別接種の公表可能な医療機関⼀覧 区役所、地域ケアプラザ、

地区センター 

5 ⽉下旬 地域情報紙 個別接種の公表可能な医療機関⼀覧の区
ごとの情報を掲載 新聞購読世帯の各⼾ 

 
 
 

お問合せ先 

【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 鳥丸 雅司 Tel 045-671-4840 

【２，３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 鈴木 真実 Tel 045-671-4843 

 
  



 

 

 

■集団接種「その他会場」一覧（５月７日現在） 

 

会場 会場名 住所 期間 
鶴⾒区 鶴⾒スポーツセンター    ※１ 鶴⾒区元宮２−５−１ ６⽉〜9 ⽉ 

神奈川区 
神奈川地区センター 神奈川区神奈川本町８−１ ６⽉〜7 ⽉上旬 
市⺠防災センター 神奈川区沢渡４−７  ７⽉上旬〜９⽉ 
菅⽥地区センター      ※１ 神奈川区菅⽥町１７１８−１ ６⽉〜９⽉ 

⻄区 藤棚地区センター ⻄区藤棚町２−１９８ ６⽉〜９⽉ 
中区 横浜武道館 中区翁町２−９−１０ ６⽉〜７⽉中旬 
南区 南スポーツセンター 南区⼤岡１−１４−１ ６⽉〜９⽉ 
港南区 旧野庭中学校 港南区野庭町６３０ ６⽉〜９⽉ 
保⼟ケ⾕区 保⼟ケ⾕スポーツセンター   ※2 拡⼤ 保⼟ケ⾕区神⼾町１２９−２ ６⽉〜９⽉ 
旭区 旭スポーツセンター※１     ※2 拡⼤ 旭区川島町１９８３ ６⽉〜９⽉ 
磯⼦区 磯⼦スポーツセンター       ※2 拡⼤ 磯⼦区杉⽥５−３２−２５ ６⽉〜９⽉ 
⾦沢区 ビアレヨコハマ新館２階 ⾦沢区並⽊ 2−１３−２ 6 ⽉〜９⽉ 

港北区 
スポーツ医科学センター  ※１ 港北区⼩机町３３０２−５ ⽇

産スタジアム内 
６⽉、９⽉ 

綱島地区センター 港北区綱島⻄１−１４−２６ 6 ⽉末〜8 ⽉末 
緑区 ⻑津⽥地区センター    ※１ 緑区⻑津⽥町２３２７ ６⽉〜９⽉ 

⻘葉区 ⻘葉公会堂・⻘葉スポーツセンター 
※2 拡⼤ 

⻘葉区市ケ尾町３１−４ ６⽉〜９⽉ 

都筑区 都筑地区センター 都筑区葛が⾕２−１ ６⽉〜９⽉ 
⼾塚区 東⼾塚地区センター ⼾塚区川上町４−４ ６⽉〜９⽉ 
泉区 泉区総合庁舎 泉区和泉中央北５−１−１ ６⽉〜９⽉ 

瀬⾕区 瀬⾕スポーツセンター ※１ ※2 拡⼤ 瀬⾕区南台２―４−６５ ６⽉ 
瀬⾕区総合庁舎 瀬⾕区⼆ツ橋町１９０ ７⽉〜９⽉ 

※１ 送迎バスを運⾏する予定です。 
※２ 主会場と同じ会場ですが、接種場所を拡充する予定です。 
 
■集団接種「主会場」のうち、場所が変更になる会場 

変更前 変更後 
５⽉ 19 ⽇から 6 ⽉ 27 ⽇  

⻄公会堂・⻄地区センター 
6 ⽉ 30 ⽇〜９⽉ 

⻄スポーツセンター 
（⻄区浅間町４−３４０−１） 

５⽉ 19 ⽇から６⽉ 27 ⽇ 
中スポーツセンター 

７⽉〜９⽉ 
本牧地区センター 

（中区本牧原１６−１） 
 
 

 

別紙 


