
 

 

令和 4 年５月 19 日 
参考資料 

新型コロナワクチンの市町村への配分（４回目接種用
ファイザー第１クール及びモデルナ第１クール）を決
定しました 

新型コロナワクチンの４回目接種に使用するワクチンについて、国から供給されるファイザー社ワ

クチン及び武田/モデルナ社ワクチンの県内市町村への配分量を次のとおり決定しましたので、

お知らせします。 

１ 国から神奈川県への配分 
（１）ファイザー社ワクチン 

378 箱（6 月 6 日週及び 6 月 13 日週に国から供給される箱数）、約 44 万回接種分 

（２）武田/モデルナ社ワクチン 

6,044 箱（６月６日週及び６月 13 日週に国から供給される箱数）、約 91 万回接種分 

２ 配分の考え方 
国の配分の考え方を踏まえ、令和４年３月末までに３回接種が完了した人数を令和４年 8 月

末までの４回目接種必要量（約 380 万回）とし、これを上回る約 417 万回分のワクチンをファ

イザー第１から第３クール、モデルナ第１から第４クールで配分。 

３ 配分内訳 
市町村名 ファイザー第１クール モデルナ第１クール 

横浜市 147 箱（171,990 回） 2,364 箱（354,600 回） 

川崎市 59 箱（69,030 回） 954 箱（143,100 回） 

相模原市 33 箱（38,610 回） 517 箱（77,550 回） 

横須賀市 19 箱（22,230 回） 312 箱（46,800 回） 

平塚市 11 箱（12,510 回） 182 箱（27,300 回） 

鎌倉市 9 箱（10,830 回） 137 箱（20,550 回） 

藤沢市 17 箱（20,370 回） 275 箱（41,250 回） 

小田原市 9 箱（8,310 回） 120 箱（18,000 回） 

茅ヶ崎市 11 箱（12,390 回） 163 箱（24,450 回） 

逗子市 4 箱（4,200 回） 44 箱（6,600 回） 

三浦市 2 箱（2,340 回） 32 箱（4,800 回） 

秦野市 7 箱（8,532 回） 122 箱（18,300 回） 

厚木市 9 箱（10,530 回） 144 箱（21,600 回） 

大和市 9 箱（10,170 回） 141 箱（21,150 回） 



 

 

伊勢原市 3 箱（3,510 回） 64 箱（9,600 回） 

海老名市 7 箱（8,190 回） 96 箱（14,400 回） 

座間市 4 箱（4,950 回） 73 箱（10,950 回） 

南足柄市 1 箱（2,082 回） 30 箱（4,500 回） 

綾瀬市 4 箱（4,770 回） 57 箱（8,550 回） 

葉山町 2 箱（2,520 回） 25 箱（3,750 回） 

寒川町 2 箱（2,340 回） 32 箱（4,800 回） 

大磯町 1 箱（1,530 回） 26 箱（3,900 回） 

二宮町 1 箱（1,680 回） 19 箱（2,850 回） 

中井町 2 箱（978 回） 7 箱（1,050 回） 

大井町 0 箱（510 回） 12 箱（1,800 回） 

松田町 1 箱（300 回） 10 箱（1,500 回） 

山北町 0 箱（300 回） 10 箱（1,500 回） 

開成町 0 箱（570 回） 11 箱（1,650 回） 

箱根町 1 箱（1,242 回） 9 箱（1,350 回） 

真鶴町 0 箱（948 回） 6 箱（900 回） 

湯河原町 1 箱（1,458 回） 18 箱（2,700 回） 

愛川町 2 箱（1,920 回） 29 箱（4,350 回） 

清川村 0 箱（420 回） 3 箱（450 回） 

計 378 箱（442,260 回） 6,044 箱（906,600 回） 

 

４ 次クール以降の国から神奈川県への配分予定 
クール 配送週 配送箱数（回） 

ファイザー第２クール 6/20、6/27 377 箱（441,090 回） 

モデルナ第２クール 6/20、6/27 6,044 箱（906,600 回） 

ファイザー第３クール 7/4、7/11 ファイザー第１・２クールの残 

モデルナ第３クール 7/4、7/11 4,650 箱（697,500 回） 

モデルナ第４クール 7/18、7/25 5,160 箱（774,000 回） 

 
 


