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区連会5月定例会説明資料

令和4年5月20日
健康福祉局健康安全課

新型コロナワクチン4回目接種について

　横浜市では、国の通知に基づき（令和4年4月28日付及び5月10日付厚生労働省事

務連絡）、新型コロナウイルスワクチンの4回副妾種を実施します。

　※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。

＜4回目接種の概要＞

1　接種対象者

　　3回目接種後、5か．月を経過した次の方

　（1）60歳以上の方

　（2）18歳以上59歳以下で

　　　基礎疾患（※）を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方

　　　※該当となる基礎疾患は、別添「令和4年5月11日記者発表資料」を参照

　　　なお、「基礎疾患を有する方等く18～59歳）」は予防接種法の努力義務の適用外です。

2　使用ワクチン

　武田／モデルナ社ワクチン及びファイザー社ワクチン

3　個別通知（4回目接種券）の発送

　（1）発送方法

　　　　3回目を接種した18歳以上の方へ発送します。

　　　ただし、「60歳以上の方」及び「基礎疾患を有する方等（18～59歳）」のみが接

　　種対象です。

　（2）発送時期　（詳細は別添「令和4年5月11日記者発表資料」参照）

　　　令和4年5月20日（金）から

　　　原則、接種可能日の約3週間前を目安に発送します。

4　接種体制（接種会場）

　　3回目接種に引き続き、個別接種を中心としながら、集団接種会場及び大規模接種

　会場を設置します。

　（1）個別接種（市内医療機関）

　　　　ファイザー社ワクチン使用　　　　：約2，000か所（3回目接種時）

　　　　うち武田／モデルナ社ワクチン併用　：約600か所（3回目接種時）

　（2）集団接種（武田／モデルナ社ワクチン使用）

　　　・集団接種会場　　9か所程度（原則、3回目接種と同一の方面別会場で実施で

　　　　　　　　　　　きるよう調整中）

　　　・大規模接種会場　2か所

　　　　　　　　　　　①横浜ハンマーヘッド1階CIQホール
　　　　　　　　　　　②横浜ビジネスパーク横浜ラーニングセンター
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5　予約方法

　　3回目接種と同様に、事前予約制です。個別通知（接種券）が届いた方から、接種

　の予約ができます。

　（1）市が予約を受け付ける接種場所

　　　　5月26日（木）から予約を開始します。

　　　ア　市の予約専用サイト（Web）’

　　　　　　URL：https：／／v－yoyaku　jp／141003－yokohama　（24時間受付）

イ　市HNE公式アカウント

　　「横浜市LI冊公式アカウント」を友だち登録

ウ　予約センター（電話）

　　0120－045－112　（9時～19時まで 土・日曜、祝・休日も実施）

エFAX予約（耳の不自由な方でインターネット予約ができない方専用）

　　　045－550－4226　（9時～19時まで月～金曜（祝・休日を除く））

オ　予約代行　　（詳細は別添「令和4年5月11日記者発表資料」を参照）

　　・市内郵便局　302か所（9時～17時まで　月～金曜（祝・休日を除く））

　　・区役所ワクチン相談員（9時～17時まで　月～金曜（祝・休日を除く））

（2）直接、予約を受け付ける医療機関

　　個別通知（接種券）に同封の医療機関一覧で予約方法をご確認ください。

〈添付資料〉

令和4年5月11日記者発表資料

　「新型コロナワクチン4回目接種の実施等について」

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　　Te1’0120－045－070

【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　　　　　Te　1　045－671－4841

令和4年5月12日時点の情報をもとに作成しています。



㌧・
横浜市記者発表資料

令和4年5月11日
健康福祉局健康安全課

新型コロナワクチン4回目接種の実施等について

　国の通知に基づき（令和4年4月28日付及び5月10日付厚生労働省事務連絡）、新型コロ

ナワクチンの4回目接種を実施します。

　※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、適宜計画を見直していきます。

　※関連する予算の成立を前提としています。

1　4回目接種対象等

（1）4回目接種対象者

　　　3回目接種後5か月を経過した、次のアまたはイに該当する方

　　ア　60歳以上の方

　　イ　18歳以上59歳以下で

　　　　①基礎疾患を有する方

　　　　②その他重症化リスクが高いと医師が認める方

　　　　（以下、　「基礎疾患を有する方等（18～59歳）」という）

　　　　※「基礎疾患を有する方等（18～59歳）」は予防接種法の努力義務の適用外です。

　　　　※該当する基礎疾患は、別紙「1．基礎疾患の対象」を参照ください。

4回目接種対象者数（目安）

．・125万人

ア　60歳以上の方：約108万人（60歳以上の2回目接種者数（令和4年4月19日時点））

イ　基礎疾患を有する方等（18～59歳）：約17万人※

　※基礎疾患を有する方の考え方：18～59歳人口約201万人×8．2％＝17万（16．4万）人

　　（8．2％は厚生労働省σ）手引きより（20～64歳の基礎疾患を有する方の比率））

（2）使用ワクチン

　　①武田／モデルナ社ワクチン　および②ファイザー社ワクチン
　　※1、2回目、または3回目にファイザー社ワクチン、武田／モデルナ社ワクチン、アストラゼネ

　　　カ社ワクチン、武田社（ノババックス）ワクチンを接種された方は、4回目接種において上記

　　　①または②のどちらも接種可能です。

2　個別通知（4回目の接種券）の発送・時期（目安）

（1）発送方法

　　ア　60歳以上の方

　　　　3回目を接種した方へ個別通知を発送します。

　　イ　基礎疾患を有する方等（18歳～59歳）

　基礎疾患の有無に関わらず、3回目を接種した18～59歳の方へ個別通知を発送し
ます。

　ただし、

きません

疾畠 る方　のみが ・　で　　基　疾　　の無い方は　重で

基礎疾患　　する方　は についてかかりつけ　にご　言’〈ださい

※間違い防止のため、個別通知の同封物等で対象者にっいてご案内します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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（2）発送スケジュール目安

　　令和4年5月20日（金）から個別通知の発送を開始します。

　　個別通知は接種可能日の約3週間前を目安に発送します。

※詳細な発送スケジュールは、別紙「2．個別通知（4回目）発送スケジュール目安」を参照ください。

3　接種体制（接種会場）

　　3回目接種に引き続き、個別接種を中心としながら、集団接種会場及び大規模接種会場
を設置し、円滑な接種体制を整備します。

（1）個別接種（市内医療機関）※以下の医療機関数は3回目接種時（変更可能性あり）

　　接種実施医療機関数　約2，000か所（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600か所

《予約体制（上記約2，000か所の内数）》

①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

　※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。

②①の約1，200か所のうち、市予約システムで予約可能な医療機関数約880か所

※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

　　・集団接種会場9か所程度（原則として、3回目接種と同一の方面別会場で4回目接種を

　　実施できるよう調整中）

　　・大規模接種会場2か所

　　（横浜ハンマーヘジド1階CIQホール、横浜ビジネスパーク横浜ラーニングセンター）

　※全ての会場で武田／モデルナ社ワクチンを使用します。

　※詳細は後日発表予定です。

4　予約方法等

・ 接種は蔓血瑚です。対象の方は、接種券が届いた方からご予約下さい。
・ 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

　参照ください。

※横浜市での予約受付（以下（1）（2））については、5月26日（木）から受付を開始します。

（1）予約専用サイト・LINEなど

ア 用サイトebからの

　　URL　－　（24時間受付可）
イ　LINE：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1・情報の登録をすると、予約専用サイト（Web）での予約はできなく

　　なります。

ウ　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：平日午前9時～午後7時）
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（2）予約代行（郵便局・区役所ワクチン相談員）・コールセンター（予約センター）

　　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、立内劃匡且（一部を除く）や、区屹∠檀盤ユによる予約代
　行※、コールセンターでの電話予約を実施します。予約の際は、個別通知をご用意くださ

　い。　　　　　　　　　1

　　※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の対応となります。

　　※詳細は、別紙「3．予約代行・電話予約」を参照ください。

5　接種間隔の変更に伴う3回目接種の前倒し

現在実施中の3回目接種についても、2回目接種からの接種間隔が6か月から旦赴且へ
と変更されます（ファイザー社ワクチンおよび武田／モデルナ社ワクチンに限る）。

　既に3回目接種券をお持ちの方もあわせて、国の政省令改正の施行日以降は、
過日からの接種が可能となります。

5か月経

これに伴い、3回目接種の個別通知（接種券）発送の前倒しを行います。

※別紙「4．個別通知（3回目）発送スケジュール（変更後）目安」を参照ください。

お問合せ先

1　4回目接種対象等
　　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　Te1045－671－4841
2　個別通知（4回目の接種券）の発送・時期（目安）

　　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　O45－671－4841

3　接種体制（接種会場）

（1）個別接種（市内医療機関）

　　　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　O45－671－4841

（2）集団接種

　　　集団接種会場：

　　　健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長　中村　昭夫　Te1045－671－4841

　　　大規模接種会場：

　　　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　O45－671－4841

4　予約方法等
（1）予約専用サイト・L川Eなど

　　　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　Te1045－671－4841

（2）予約代行（郵便局・区役所ワクチン相談員）・コールセンター（予約センター）

　　　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　O45－671－4841

5　接種間隔の変更に伴う3回目接種の前倒し
　　　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　O45－671－4841

3



■

1　基礎疾患の対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匝掴

※厚生労働省手引き（新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（第7．1版））より

1　以下の病気や状態の方で、通院／入院している方

1．慢性の呼吸器の病気

2．慢性の心臓病（高血圧を含む。）

3．慢性の腎臓病

4．慢性の肝臓病（肝硬変等）

5．インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病

6．血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）

7．免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）

8．ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている

9．免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10．神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）

11．染色体異常

12．重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）

13．睡眠時無呼吸症候群

14．重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を

　所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かっ継続」に該当する

　場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

2．基準（聞130以上）を満たす肥満の方
＊BMI30の目安：身長170cmで体重約87kg、身長160cmで体重約77kg。

2　個別通知（4回目）発送スケジュール目安

発送時期（目安） 対象 3回目の接種日（令和4年）

5／20（金） 60歳以上の方 ～　1／16

60歳以上の方 1／17　～　1／23
5／30（月） 18歳以上

59歳以下の方
～　1／23

6／6（月） 1／24　～　1／30

6／13（月） 1／31　～　2／7

6／20（月） 2／8　　～　2／14

6／27（月） 2／15　～　2／21

7／4（月）
3回目を接種した

18歳以上の方
2／22　～　2／28

7／11（月） 3／1　　～　3／5

7／19（火） 3／6　　～　3／12

7／25（月） 3／13　～　3／18

以降順次 3／19　～

※変更の可能性があります。

※国の政省令が改正後（5月下旬予定）に、4回目の接種が可能となります。
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3　予約代行・電話予約

①郵便局（予約代行）

受　付　日 令和4年5月26日（木）～8月31日（水）（土日祝日休み）
受付時間 午前9時から午後5時まで（※1）

受付場所 市内郵便局（一部を除く）302か所（※2）

備考 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　商業施設内の郵便局等、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。

※2　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）

②区役所ワクチン相談員（予約代行）

受　付

開始日

令和4年5月26日（木）
（土日祝日休み、1・2回目、3回目接種の予約代行等は現在も対応しています）

受付時間 午前9時から午後5時まで
受付場所 18区全ての区役所

備考 予約代行のほか、1・2回目、3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。

窓口の事前予約は不要ですが、混み合う場合があります。

③コールセンター（予約センター）での電話予約

　電話番号：0120－045－112　（午前9時から午後7時まで土・日・祝祭日も受付）

4　個別通知（3回目）発送スケジュール（変更後）目安　※過去発送分省略

発送時期（目安） 2回目の接種日

5／16（月）

令和3年　　　　　　　　　　令和4年　　　　　　　　　～

12／16　　　　　　　　　　　　　　　　1／5

5／23（月） 1／6　　　　　　　　　～　　　　　　　1／16

5／30（月） 1／17　　　　　　　　　～　　　　　　　1／23

6／6（月） 1／24　　　　　　　～　　　　　　1／30

6／13（月） 1／31　　　　　　　　～　　　　　　　2／7

6／20（月） 2／8　　　　　　　　～　　　　　　2／14

以降（順次） 2／15以降
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