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※本計画は令和４年４月１日時点の計画です。 

今後、薬事承認、ワクチン供給、国からの通知等により内容が変更に

なる場合があります。  



改版履歴 日付 改訂内容 

初版 令和４年１月13日  

１．０版 令和４年２月18日 ・前倒しの実施に伴い接種間隔を変更 

・接種スケジュールについて追記 

・接種の実施について追記 

２．０版 令和４年４月１日 ・12歳～17歳の者への追加接種の実施について追

記 

・対象人数の修正 

・接種券の発送等について追記 

・ビナガーデンズパーチにおける夜間接種につい

て追記 

・神奈川県大規模接種会場について追記 
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１ 追加接種の目的 

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、令和３年２月から新型コロナ

ウイルスワクチンの１、２回目接種（以下「初回接種」といいます。）が進めら

れていますが、現在使用されているワクチンは高い発症予防効果がある一方で、

感染予防効果や、高齢者における重症化予防効果について、時間の経過に伴い

徐々に低下していくことが示されています。 

このため、感染拡大防止及び重症化予防の観点から、初回接種を完了した方に

ついて、３回目接種（以下「追加接種」といいます。）を行うこととされました。 

 

２ 追加接種の概要 

(１) 追加接種の位置付け 

・追加接種については、初回接種と同様に予防接種法（昭和23年法律第68号。

以下「法」といいます。）附則第７条の規定に基づき法第６条第１項の予防

接種とみなして実施される臨時接種となります。 

・追加接種については、国が示す「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」等の指針、海老名市新型コロナウイルスワクチン接

種実施計画に基づき、初回接種における基本的事項、実施体制等に準じて実

施します。 

 

(２) 実施期間 

令和３年12月１日から令和４年９月30日まで 

 

(３) 対象者 

２回の接種を受けた12歳以上の者 

※12 歳～17 歳の者への追加接種の実施については、(６)を参照 

 

(４) 追加接種で使用されるワクチン 

追加接種において使用するワクチンは、初回接種に用いたワクチンの種類に

かかわらず、ファイザー社製ワクチン又は武田／モデルナ社製ワクチンとしま

す（18歳以上の者に限ります。）。 
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(５) 接種間隔 

・追加接種は２回目の接種の完了から原則８か月以上の間隔をおいて接種するこ

ととされていますが、医療機関等におけるクラスターの発生や、変異株の拡大

のおそれなどの状況を踏まえて、国及び県から次のとおり前倒しに係る考え方

が示されました。 

区分 対象者 接種間隔 

① ・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、

介護療養型医療施設の入所者及び従業員、医療従事者 

・その他高齢者施設の入所者及び従事者 

・通所サービス事業所の利用者及び従事者 

・病院又は有床診療所の入院患者 

６か月 

② 65歳以上の者（①を除きます。） ６か月 

③ 64歳以下の者（①を除きます。） ７か月 

※65歳とは、令和４年３月31日までに65歳に到達する者のことをいいます。 

 

・令和４年２月下旬から３月上旬までに供給されるワクチン供給量（ファイザー

第４クール、武田／モデルナ第３、第４クール）が示され３月中に必要となる

ワクチン総量が確保できること、高齢者施設の入所者等への接種について２月

中におおむね完了が見込めること、令和４年１月31日付け厚生労働省の事務連

絡（追加接種の速やかな実施について（その２））において追加接種の更なる

前倒しを検討するよう求められたことから、海老名市ではすべての対象者の接

種間隔を６か月とし、前倒しを実施します。（令和４年２月３日第43回新型コ

ロナウイルス感染症対策本部会議にて決定） 

対象者 接種間隔 

全ての対象者 ６か月 

※令和４年２月３日以降適用 
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(６) 12歳～17歳の者への追加接種の実施について 

令和４年３月25日付け厚生労働省の事務連絡により、12歳以上17歳以下の者

を対象とした追加接種の実施について厚生労働大臣から指示があったため、こ

れを踏まえ次のように接種を実施します。 

 

対象者 
接種を受ける日に12歳から17歳までの者 

（平成16年～平成22年生まれ） 

使用ワクチン 
ファイザー社製ワクチン 

※武田／モデルナ社製ワクチンは使用不可 

接種間隔 ２回目の接種の完了から６か月 

接種方法 個別接種 

開始時期 令和４年３月25日 

接種券の発送 
令和４年４月８日 

※接種要件に達する月の前月を目途に順次発送 
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３ 追加接種の実施内容 

(１) 対象人数（令和４年３月11日ＶＲＳ調べ） 

（単位：人） 

２回目接種月 65歳以上 18～64歳 12～17歳 計 

令和３年３月 7 206 30 243 

令和３年４月 26 809 0 835 

令和３年５月 383 2,178 0 2,561 

令和３年６月 12,602 2,413 2 15,017 

令和３年７月 18,430 6,115 45 24,590 

令和３年８月 497 17,417 571 18,485 

令和３年９月 276 18,460 1,371 20,107 

令和３年10月 331 16,578 2,398 19,307 

令和３年11月 165 5,887 1,010 7,062 

令和３年12月 26 563 106 695 

令和４年１月 25 234 74 333 

令和４年２月 16 111 61 188 

合計 32,784 70,971 5,668 109,423 

 

(２) 接種区分及び使用するワクチン 

追加接種における接種区分及び使用するワクチンについては、初回接種の実

績、ワクチンの特性や供給等を踏まえて、原則次のとおりとします。 

接種区分 使用するワクチン 

ア 個別接種 ファイザー社製ワクチン 

イ 集団接種 武田／モデルナ社製ワクチン 

ウ 巡回接種 ファイザー社製ワクチン 

※市内の医療機関が接種医を勤める高齢者施設等で接種を実施する場合には、接

種規模等によりファイザー社又は武田／モデルナ社を使用します。 

※今後、国、県などからの指示、ワクチンの供給状況により、使用するワクチン

が変更になる場合があります。 
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(３) 接種券の発送等 

２回目接種時期 接種券発送 ６か月後 主な対象者 

令和３年３月、４月 令和３年11月25日 令和３年12月 医療従事者 

令和３年５月 令和３年12月22日 令和３年12月 
医療従事者 
施設入所者等 

令和３年６月 令和４年１月20日 令和３年12月 
施設入所者等 
65歳以上の方 

令和３年７月 令和４年１月20日 令和４年１月 65歳以上の方 

令和３年８月 令和４年１月28日 令和４年２月 64歳以下の方 

令和３年９月１日～15日 令和４年２月21日 令和４年３月 64歳以下の方 

令和３年９月15日～30日 令和４年３月８日 令和４年３月 64歳以下の方 

令和３年10月１日～15日 令和４年３月24日 令和４年４月 64歳以下の方 

令和３年10月16日～30日 令和４年４月８日 令和４年４月 64歳以下の方 

令和３年11月１日～15日 令和４年４月20日 令和４年５月 64歳以下の方 

令和３年11月16日～30日 令和４年５月９日 令和４年５月 64歳以下の方 

※追加接種は、令和３年12月以降に接種が可能になります。 

※前記２(５)接種間隔のとおり、海老名市では、年齢区分等にかかわらず２回

目を接種した日から６か月以上経過した後に接種が可能となります。 

※上表以降については、接種可能となる月の前月を目途に順次発送します。 

 

(４) 接種の実施 

ア 個別接種 

・市内の個別接種実施医療機関にて実施します。 

・詳細については、市ホームページ等で周知します。 
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イ 集団接種 

①高齢者（65歳以上）等の接種 

・１、２回目を７月末までに市内３か所の集団接種会場にて接種した65歳以

上の方（約21,000人）については、同一会場で実施できるよう３回目接種

の日時、会場を指定した上で、接種券を発送します。 

・全予約枠のうち、事前指定した残りの予約枠、キャンセル等による残りの

予約枠については、追加予約を受け付けて実施します。 

実施日 ２月３日(木)、５日(土)、６日(日)、10日(木)、 

12日(土)、17日(木)、19日(土)、24日(木)、 

26日(土) 

３月３日(木)、５日(土)、10日(木)、12日(土) 

延べ13日間 

会場 えびな市民活動センター（ビナレッジ） 

海老名運動公園総合体育館 

北部公園体育館 

会場受付時間 午後１時30分～午後３時30分 

予約の変更期間 １月31日（月）～２月６日（日） 

追加予約開始 令和４年２月７日（月）午前９時 

（予約枠がなくなり次第終了） 

※集団接種会場までの路線バス、コミュニティバスを利用して集団接種会

場に来場した者に対しては、初乗り運賃分のバス回数券の配布を行いま

す。 

※一定の条件を満たす障がいをお持ちの方に対して、福祉タクシー利用券

を配布します。 

※集団接種会場までの無料シャトルバスを運行します。 
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②一般（64歳以下）の方等の接種 

【会場・受付時間】 

えびな市民活動センター 

（ビナレッジ） 

午後１時30分～午後３時30分 

ビナガーデンズパーチ 

（カラダテラス海老名） 

午後６時～午後７時30分 

【スケジュール】 

≪９月15日までに２回目を接種した方≫ 

予約開始 会場 実施日 

３月23日 ビナレッジ ４月７日(木)、９日(土)、 

14日(木)、16日(土) 

ビナガーデンズパーチ ４月12日(火)、15日(金) 

≪10月15日までに２回目を接種した方≫ 

予約開始 会場 実施日 

４月７日 ビナレッジ ４月21日(木)、23日(土)、 

28日(木)、 

５月12日(木)、14日(土) 

ビナガーデンズパーチ ４月22日(金)、26日(火) 

５月10日(火)、13日(金) 

≪10月31日までに２回目を接種した方≫ 

予約開始 会場 実施日 

４月20日 ビナレッジ ５月19日(木)、21日(土)、 

26日(木)、28日(土) 

ビナガーデンズパーチ ５月17日(火)、20日(金)、 

24日(火)、27日(金) 

【移動支援】 

・一定の条件を満たす障がいをお持ちの方に対して、福祉タクシー利用券

を配布します。 

・集団接種会場（ビナレッジ）までの無料シャトルバスを運行します。 
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ウ 巡回接種 

・高齢者施設の入所者、在宅療養をされている方に対し、海老名市医師会が巡

回訪問を行い、接種を実施します。 

 

エ 神奈川県大規模接種会場 

・横浜市港北区（新横浜マナーハウス）及び足柄上郡開成町（神奈川県足柄上

合同庁舎）にて実施していました神奈川県の大規模接種会場について、令和

４年４月から次のとおり海老名市に移転し実施されます。 

・実施日等詳細については、専用予約サイトにて随時公開されます。 

期間 令和４年４月６日～６月末頃（予定） 

時間 
平日   午後３時～午後９時 

土日祝日 午前９時～午後６時 

場所 
４月６日～11日 ザ・ウィングス海老名 

４月13日～   レンブラントホテル海老名 

対象者 全ての県内在住、在勤、在学者（18歳以上） 

使用ワクチン 武田／モデルナ社製ワクチン 

 

 

 


