
 

 

令和 4 年９月１4 日 
参考資料 

オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの市町村
への配分（ファイザー第 1〜第 3 クール及びモデルナ
第 1〜第 2 クール）を決定しました 

オミクロン株に対応した新型コロナワクチンについて、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 2 価ワクチン（BA.1） 

1,762 箱（9 月 19 日週及び 9 月 26 日週、10 月 3 日週に国から供給される箱数）、約 206

万回接種分 

(2) モデルナ社 2 価ワクチン（BA.1） 

2,947 箱（9 月 19 日週及び 9 月 26 日週に国から供給される箱数）、約 15 万回接種分 

 

２ 配分の考え方 
市町村別の初回接種完了者数に応じて配分。 

３ 配分内訳 
市町村名 ファイザー第 1〜第 3 クール（回） モデルナ第 1〜第 2 クール（回） 

横浜市 721 箱(843,570 回) 961 箱(48,050 回) 

川崎市 286 箱(334,620 回) 379 箱(18,950 回) 

相模原市 138 箱(161,460 回) 183 箱(9,150 回) 

横須賀市 77 箱(89,010 回) 101 箱(5,050 回) 

平塚市 50 箱(57,630 回) 66 箱(3,300 回) 

鎌倉市 34 箱(39,780 回) 45 箱(2,250 回) 

藤沢市 83 箱(97,110 回) 110 箱(5,500 回) 

小田原市 38 箱(42,630 回) 49 箱(2,450 回) 

茅ヶ崎市 46 箱(53,820 回) 61 箱(3,050 回) 

逗子市 11 箱(13,290 回) 15 箱(750 回) 

三浦市 8 箱(9,840 回) 11 箱(550 回) 

秦野市 31 箱(36,270 回) 42 箱(2,100 回) 

厚木市 43 箱(50,310 回) 56 箱(2,800 回) 



 

 

大和市 46 箱(53,820 回) 61 箱(3,050 回) 

伊勢原市 19 箱(22,740 回) 26 箱(1,300 回) 

海老名市 27 箱(30,780 回) 35 箱(1,750 回) 

座間市 25 箱(29,250 回) 33 箱(1,650 回) 

南足柄市 9 箱(9,540 回) 11 箱(550 回) 

綾瀬市 16 箱(18,720 回) 21 箱(1,050 回) 

葉山町 6 箱(7,200 回) 8 箱(400 回) 

寒川町 9 箱(10,890 回) 13 箱(650 回) 

大磯町 6 箱(7,470 回) 9 箱(450 回) 

二宮町 6 箱(6,570 回) 8 箱(400 回) 

中井町 2 箱(2,190 回) 3 箱(150 回) 

大井町 3 箱(3,930 回) 5 箱(250 回) 

松田町 2 箱(2,490 回) 3 箱(150 回) 

山北町 2 箱(2,340 回) 3 箱(150 回) 

開成町 3 箱(4,080 回) 5 箱(250 回) 

箱根町 2 箱(2,640 回) 3 箱(150 回) 

真鶴町 1 箱(1,680 回) 2 箱(100 回) 

湯河原町 4 箱(5,700 回) 7 箱(350 回) 

愛川町 7 箱(9,000 回) 11 箱(550 回) 

清川村 1 箱(1,170 回) 1 箱(50 回) 

神奈川県 ― 600 箱(30,000 回) 

計 1,762 箱（2,061,540 回） 2,947 箱（147,350 回） 

※当該配分は市町村への配送可能上限を示したものです。市町村は、予約状況等を鑑み、一

部またはすべてのワクチンを受け取らないことも可能です。 
 


