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　4月から開始を予定しているワクチン接種について、現時点の状況及び今後の見通しについて、情

報提供いたします。

1　個別通知の発送について

個別通知発送時期　　　　　　対象者　　　　　　　市内対象者数

80歳以上 約29万人　　　　4月下旬

※発送は対象者ごとに2段階 75～79歳 約19万人

70～74歳 約24万人　　　　5月中旬

※発送は対象者ごとに2段階 65～69歳 約20万人

○個別通知には、以下の書類を同封します。

（接種券／予診票／ワクチン説明書／接種案内ちらし）

※視覚障害者への対応

　封筒の点字印刷、接種案内チラシの音声読み上げの二次元コード及び切り欠き加工を行います。

※在住外国人への対応

　接種案内チラシに多言語ウェブページのQRコードを掲載します。

2　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

電話番号 0120－045－070　※予約用電話番号については、後日発表します。

F「AX 050－3588－7191（※耳の不自由な方のお問合せ用FAX番号です）

受付時聞 9時から19時　（土曜日、日曜日、祝・休日も実施）

対応言語
日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・ポルトガル語・スペイ

ン語

3　高齢者接種について

（1）施設接種

　　　4月12日の週から、高齢者施設に入所している方を対象に介護老人保健施設（老健）及び特別

　養護老人ホーム（特養）で接種を開始します。

高齢者施設接種開始時期

　（※1） 計　　　　　　　　老健　　　　　　特養

4／12の週 14施設（約2，700人） 11施設 3施設

4／19の週 17施設（約3，800人） ll施設 6施設

4／26の週 7施設（約1，600人） 4施設 3施設

5／3の週 1施設（約　300人） 一 1施設

合計　　　39施設（約8，400人）　　　　26施設　　　　　13施設

※：1回目接種の時期。2回目は3週間後の予定



（2）集団接種・個別接種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ

　　5月以降に開始する集団接種及び個別接種の準備状況は次のとおりです。集団接種及び個別接
　種の予約受付は、個別通知発送後から行う予定です。決まり次第あらためてご案内いたします。

ア　集団接種

　　5月17日の週からの接種開始に向けて、4月中旬までに各区の接種会場（別紙1）を設営し、各

会場でシミュレーションを実施するなどの万全の準備を整えます。

イ　個別接種

　　市内約1，070の医療機関（病院約70、診療所約1，000：3月31日現在）で個別接種を実施予

定です。5月中旬以降、ホームページ等で接種医療機関をご案内します。

樹仁’　　　㍉鎮　　　　　　　　　　　戸　“⇒～　襟

　接種手法／月　　　　　4月　　　　　　5月 6月　　　　　　7月

4／12週～
施設接種

開始予定

集団接種
5／17週～
　　　　　　　領醐‘　　鱒鱒鱗

開始予定
翻臓　　鳳■掃　　繍　　“■頂N　　轍閤京　　一 一一≡一⇒レ

病　院個別

接種
　　　　　“

診療所

6月以降　　白■■■　　一　　一　　■■■置

開始予定
■■■■一一治

4　ワクチンNEWSについて

　　ワクチン接種に関する情報をタイムリーにお伝えするため、別添「ワクチンNEWS」を発行してい

ます。

　創刊号は、各自治会・町内会長あてお送りします。

　次号以降は、地域ケアプラザ等、各公共施設等に配架し、広く市民の皆様に情報をお伝えしてい

きます。

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　Ol20－045－070

【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　O45－671－4841

FAX　O45－664－7296

MAIL　kf－info－vaccine＠city　yokohama．　j　p



■集団接種会場（各区の接種会場）

1日最大 1日最大
実施時間 実施時間

区 会場名
（予定）

接種回数 区 会場名
（予定）

接種回数

※ ※

10時から 金沢地区 10時から
鶴見区 鶴見公会堂 450回 金沢区 450回

16時まで センター 16時まで

神奈川 10時から 10時から

区
神奈川公会堂

16時まで
300回 港北区 港北公会堂

16時まで
450回

西公会堂・ 10時から 10時から
西区 450回 緑区 緑公会堂 450回

西地区センター 16時まで 16時まで

青葉公会堂・
技能文化 10時から 13時から

150回 青葉区 青葉スポーツ 600回
センター 16時まで 16時まで

センター

中区

中スポーツ 10時から 10時から
300回 都筑区 都筑公会堂 450回

センター 16時まで 16時まで

10時から 戸塚スポーツ 10時から
南区 南公会堂 450回 戸塚区 450回

16時まで センター 16時まで

港南区
港南スポーツ 10時から

450回 栄区
栄スポーツ 10時から

450回
センター 16時まで センター 16時まで

保土ケ谷 保土ケ谷 10時から 10時から
450回 泉区 泉公会堂 450回

区 スポーツセンター 16時まで 16時まで

旭区
旭スポーツ 10時から

450回 瀬谷区
瀬谷スポーツ 10時から

450回
センター 16時まで センター 16時まで

磯子区
磯子スポーツ

　センター

10時から

16時まで
450回 計 19か所 8，100 回／日

※　1日最大接種回数は、レイアウト上の最大接種回数



新型コロナウイルス発行横浜市蹴祉局蹴全課令和3年3月3旧発行

令和3年3月24日時点の情報をもとに作成しています。

『新型コロナウイルス・ワクチンNEWS』では、　　’

横浜市のワクチン接種についての情報をわか　，竪

りやすく提供します。
「　》，

　横浜市では、新型コロナウイルスワクチン接種に向け、国の示す接種順位

に従って対象となる方全員が市内各所でワクチンの接種を受けられるよう準
備を進めています。

　高齢者の方への個別通知（接種券）の発送は、

年齢別に順次発送します。

4月下旬から　葱，
白
っ
」 奄6。

、

対象者

送付時期

80歳以上 75歳以上

4月下旬
＊発送は2段階

70歳以上 65歳以上

5月中旬
＊発送は2段階

擁券が　ワクチンの擁には事前に予約が必要です。

届いたら　　接種券は接種の予約、接種会場での受付で必要となるため、

　　　　　　お手元に届いたらなくさないよう大切に保管してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊予約システムは接種券送付までに開設予定です。

　　　　新型コロナウイルスワクチン接種に関するお問い合わせは、

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まで

受付時間9時から19時まで（土、日、祝日も実施）

8か国語に対応します（English、中文、剋号、　Tiδng　Viet、禰、　Portugues、　Espahol、日本語）

【新型コロナウイルスワクチンに便乗した詐欺にご注意ください！】

ワクチン接種は無料です。行政機関や病院などが、ワクチン接種のために金銭を求めることはありません。



新型コロナウイルスワクチンNEWS　N。．勺 横浜市健康福祉局健康安全課
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　　　接種費用は

　　　かかりますか？

新型コロナウイルスワクチンの

予防接種は無料で受けられます。

　　　私は予防接種を

　　　受けることが

　　　できますか？

　　　ワクチン接種の
　　　スケジュールは？

高齢者の接種は、5月17日の週よリ集団接種会場
での接種を開始し、6月上旬よリ医療機関での接種

　　　ワクチンは
　　　何回接種すれば

　　　いいの？

ファイザー社製ワクチンの場合、2回接種が必要と
なります。1回目の接種を受けてから3週間後の同
じ曜日に2回目を受けていただくことになっています。

3週間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種
を受ける必要があります。

　　　ワクチンは必ず

　　　接種しなくては

　　　ならないの？

　　　横浜に住民登録
　　　している親族が

　　　市外の施設に入
　　　所しています。

　　　どこで接種を受
　　　けられますか？
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・ 横浜市記者発表資料

令和3年4月14日
健康福祉局健康安全課

新型コロナウイルスワクチン接種の準備状況について

　高齢者施設等に入所されている方以外の高齢者の方々に対するワクチン接種の開始

に向けた準備状況をご案内します。

1　個別通知の発送について
　（1）発送スケジュール

　　　高齢者施設等に入所されている方以外の高齢者の方々に対して、次の通りワク

　　チン接種に係る個別通知を発送します。

個別通知発送日 対象者 市内対象者数

4月23日（金） 80歳以上 約29万人

4月30日（金） 75歳以上 約19万人

5月10日（月） 70歳以上 約24万人

5月14日（金） 65歳以上 約21万人

※発送から市民の皆様のお手元に届くまで数日程度要する見込みです。
　（連休期間は、1週間程度要する場合もあります。）

（2）送付書類

　個別通知には、次の書類を同封します。

　①接種券②予診票③ワクチン説明書（効果、注意点等）④接種案内チラシ

2　集団接種の予約について

　（1）予約開始日時

　　　　5月3日（月・祝）午前9時
　（2）予約方法

　　　横浜市専用の予約サイト（Web、スマートフォン）及び電話で予約ができます。

　　予約サイトのURL及び予約センターの電話番号は、個別通知に同封の「接種案

　　内チラシ」でご確認ください。

　（3）留意事項

　　　国はすべての高齢者が接種できる量のワクチンを6月末までに各自治体に順

　　次供給する見通しです。希望する方は必ずワクチンを接種できますので、慌てず

　　にご予約くださし㌔　　　　　　　　　［］壷ヨ
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3　集団接種・個別接種の準備状況について

（1）集団接種

　　すべての会場の設営を4月15日（木）までに終え、その後各会場で接種開始
　に向けたシミュレーションを進めます。

　5月17日（月）に青葉スポーツセンター（青葉区）で接種を開始し、19日（水）

から市内19か所の会場で接種を開始します。

（2）イ固男‖接種

　　市内約1，070の医療機関（病院約70、診療所約1，000：3月31日現在）で個
　別接種を実施予定です。接種開始は6月以降の予定です。

　　※市内接種医療機関の一覧及び予約方法は、5月中旬以降、横浜市ホームペー

　　　ジ等でお知らせします。

4　5月の施設接種について

　高齢者施設等での施設接種は、各施設の意向をふまえて、

を目途に接種を実施する予定です。

5月中に400～500施設

5　広報について

　　広報よこはまやチラシ、ミニコミ誌など紙媒体を活用した発信のほか、電車内への

　ポスター掲示、SNSによる発信、外国人の方向けの多言語対応等、様々な媒体を通じ

　て、予約方法や接種場所などワクチン接種に関する様々な情報をお届けしています。

お問合せ先

【1、2、5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

【3（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

【3（2）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

【4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　O45－671－4843

松崎善夫　Tel　O45－671－4893

曽我直樹　Tel　O45－671－4842

喜多麻子Tel　O45－671－4847
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