
大学拠点接種会場一覧

2021/08/31時点
会場所在地＿都道府県 企業名 会場名称 接種開始予定日 接種終了予定日 企業代表電話番号 所属組織 部署名
北海道 学校法人日本医療大学 （職域）日本医療大学 2021/7/1 2021/10/5 011-351-6100 学校法人日本医療大学 大学事務局 法人グループ

北海道 学校法人電子開発学園 北海道情報大学 （職域）北海道情報大学 体育館 2021/6/28 2021/9/18 011-385-4411 北海道情報大学 事務局
北海道 学校法人淳心学園 （職域）北海道千歳リハビリテーション大学接種会場 2021/7/19 2021/10/4 011-222-0303 北海道千歳リハビリテーション大学 学務課
北海道 国立大学法人北海道大学 （職域）北海道大学第一体育館 2021/7/17 2021/9/12 011-716-2111 総務企画部 総務課
北海道 学校法人鶴岡学園 （職域）北海道文教大学鶴岡記念講堂 2021/7/8 2021/10月中旬 0123-34-0019 学校法人鶴岡学園 総務部
北海道 学校法人吉田学園 （職域）札幌保健医療大学1号館・2号館 2021/8/10 2021/9月下旬 011-711-6070 学校法人吉田学園 法人本部法人経営企画局

北海道 学校法人吉田学園 （職域）学校法人吉田学園吉田学園医療歯科専門学校会場 2021/8/10 2021/9月下旬 011-711-6070 学校法人吉田学園 法人本部法人経営企画局

北海道 国立大学法人 帯広畜産大学 （職域）国立大学法人 帯広畜産大学講堂 2021/8/28 2021/9/29 0155-49-5216 国立大学法人 帯広畜産大学 総務課
北海道 北海道公立大学法人札幌医科大学 （職域）札幌医科大学職域接種会場 2021/8/26 2021/10月上旬 011-611-2111 北海道公立大学法人札幌医科大学 事務局総務課
北海道 公立大学法人札幌市立大学 （職域）札幌市立大学職域接種会場 2021/9/1 2021/10/1 011-592-2300 公立大学法人札幌市立大学事務局 総務課
北海道 国立大学法人北見工業大学 （職域）北見工業大学講堂 2021/9/1 2021/10/25 0157-26-9113 国立大学法人北見工業大学 総務課
北海道 公立大学法人公立はこだて未来大学 (職域)函館市医師会病院 2021/9/14 2021/10/25 0138-34-6448 公立大学法人公立はこだて未来大学 企画総務課
北海道 学校法人北海道武蔵女子学園 （職域）医療法人渓仁会 手稲渓仁会クリニック 2021/9/21 2021/10/22 011-726-3141 北海道武蔵女子短期大学 事務局
北海道 学校法人札幌大学 （職域）学校法人札幌大学職域接種会場 2021/9/8 2021/10/13 011-852-1181 学校法人札幌大学 総務部
北海道 学校法人北海学園 （職域）北海学園大学職域接種会場 2021/8/30 2021/9/30 011-841-1161 学校法人北海学園 総務部
北海道 学校法人 札幌学院大学 (職域)札幌学院大学・北翔大学合同職域接種会場 2021/9/4 2021/10/10 011-386-8111 学校法人 札幌学院大学 総務課
北海道 学校法人 北星学園 （職域）北星学園大学職域接種会場 2021/9/2 2021/10/3 011-891-2731 北星学園大学・北星学園大学短期大学部 事務局
北海道 学校法人酪農学園 （職域）酪農学園大学会場 2021/8/30 2021/10/1 011-386-1111 学校法人酪農学園 学園事務局総務課
北海道 学校法人藤学園 （職域）藤女子大学職域接種会場 2021/8/31 2021/10/3 011-736-5700 藤女子大学 事務局
北海道 国立大学法人室蘭工業大学 （職域）国立大学法人室蘭工業大学接種会場 2021/9/4 2021/10/17 0143-46-5000 国立大学法人室蘭工業大学 総務広報課
北海道 学校法人旭川大学 （職域）学校法人旭川大学職域接種会場 2021/9/18 2021/10/31 0166-48-3121 学校法人旭川大学 法人本部事務局
岩手県 学校法人盛岡大学 盛岡大学砂込キャンパス岩姫ラウンジ 2021/8/30 2021/11/9 019-688-5656 学校法人盛岡大学 法人本部企画部
宮城県 国立大学法人東北大学 東北大学（宮城県・仙台市）ワクチン接種センター 2021/6/21 2021/9/30 022-717-7800 国立大学法人東北大学 総務企画部総務課
宮城県 国立大学法人東北大学 （職域）東北大学（宮城県・仙台市）ワクチン接種センター 2021/8/23 2021/9/30 022-717-7800 国立大学法人東北大学 総務企画部総務課
宮城県 学校法人栴檀学園東北福祉大学 （職域）東北福祉大学ステーションキャンパス（２階）医療法人社団東北福祉会 予防福祉クリニック 2021/9/3 2021/10/19 022-233-3111 東北福祉大学 総務部総務課
秋田県 国立大学法人秋田大学 （職域）秋田大学医学部学生実習棟２階第二実習室職域接種会場 2021/8/9 2021/10/26 018-889-2207 国立大学法人秋田大学 総務企画課
山形県 国立大学法人山形大学 （職域）山形大学小白川キャンパス職域接種会場 2021/8/9 2021/9/10 023-628-4006 国立大学法人山形大学 総務部総務課
福島県 学校法人昌平黌 （職域）学校法人昌平黌会場 2021/7/8 2021/10/28 0246-35-0001 東日本国際大学 大学事務局
福島県 公立大学法人福島県立医科大学 （職域）公立大学法人福島県立医科大学 2021/7/10 2021/10/8 024-547-1007 公立大学法人福島県立医科大学 事務局総務課
福島県 学校法人日本大学 （職域）日本大学工学部接種会場 2021/9/14 2021/10/15 03-5275-8110 日本大学工学部 庶務課
福島県 学校法人医療創生大学 （職域）医療創生大学 職域接種会場 2021/8/28 2021/9/25 04-7136-0007 医療創生大学（いわきキャンパス） 教務学生課
福島県 公立大学法人会津大学 （職域）公立大学法人会津大学 （管理棟・講堂） 2021/9/18 2021/10/24 0242-37-2500 公立大学法人会津大学 事務局総務予算課
福島県 学校法人 晴川学舎 （職域）職域接種奥羽大学会場 2021/9/2 2021/10/22 024-932-8931 奥羽大学 事務局
茨城県 学校法人日通学園 流通経済大学 （職域）流通経済大学 龍ケ崎キャンパス会場 2021/8/30 2021/10/1 0297-64-0001 学校法人日通学園 新松戸キャンパス総務課

茨城県 国立大学法人筑波大学 （職域）筑波大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/20 029-853-2111 国立大学法人筑波大学 総務部リスク・安全管理課

茨城県 国立大学法人茨城大学 （職域）茨城大学水戸キャンパス職域接種会場 2021/8/30 2021/10/2 029-228-8600 国立大学法人茨城大学 総務部総務課
茨城県 国立大学法人茨城大学 （職域）茨城大学日立キャンパス職域接種会場 2021/8/30 2021/9/28 029-228-8600 国立大学法人茨城大学 総務部総務課
茨城県 学校法人茨城キリスト教学園 （職域）茨城キリスト教大学職域接種会場 2021/9/5 2021/10/24 0294-52-3215 茨城キリスト教大学 事務部
栃木県 学校法人 国際医療福祉大学 （職域）国際医療福祉大学病院 2021/7/5 2021/10/8 0287-24-3000 国際医療福祉大学病院 事務部
栃木県 学校法人 国際医療福祉大学 （職域）国際医療福祉大学 アリーナ（体育館） 2021/7/5 2021/9/8 0287-24-3000 国際医療福祉大学大田原キャンパス 事務局
栃木県 学校法人足利大学 （職域）足利大学本城キャンパス会場 2021/7/22 2021/9/22 0284-62-9981 学校法人足利大学 法人事務局総務課
栃木県 学校法人船田教育会 作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部職域接種会場 2021/8/30 2021/9/29 028-667-7111 学校法人船田教育会 法人事務局
栃木県 国立大学法人宇都宮大学 （職域）国立大学法人宇都宮大学 大学会館多目的ホール 2021/9/2 2021/10/13 028-649-8172 国立大学法人宇都宮大学 総務部総務課
埼玉県 学校法人共済学院 （職域）日本保健医療大学幸手南キャンパス職域接種会場 2021/7/19 2021/10/1 0480-40-4848 学校法人共済学院 日本保健医療大学 学長室
埼玉県 学校法人智香寺学園 （職域）埼玉工業大学接種会場 2021/8/22 2021/9/26 048-585-2521 学校法人 智香寺学園 埼玉工業大学 法人本部 総務課
埼玉県 学校法人東洋大学 （職域）東洋大学川越キャンパス職域接種会場 2021/9/2 2021/10/19 03-3945-7224 学校法人東洋大学 川越事務部総務課
埼玉県 学校法人目白学園 （職域）学校法人目白学園さいたま岩槻キャンパス 2021/8/25 2021/9/28 03-5996-3112 学校法人目白学園さいたま岩槻キャンパス 庶務部
埼玉県 学校法人ものつくり大学 （大学）ものつくり大学職域接種会場 2021/9/11 2021/10/17 048-564-3800 学校法人ものつくり大学 事務部総務課
埼玉県 学校法人埼玉医科大学 （職域）埼玉医科大学川越キャンパス職域接種会場 2021/8/21 2021/9/19 049-276-1111 埼玉医科大学総合医療センター 事務部総務課
埼玉県 学校法人埼玉医科大学 毛呂山キャンパス職域接種会場 2021/8/21 2021/9/19 049-276-1111 学校法人埼玉医科大学 総務部
埼玉県 学校法人埼玉医科大学 （職域）埼玉医科大学日高キャンパス職域接種会場 2021/8/21 2021/9/26 049-276-1111 埼玉医科大学国際医療センター 事務部
埼玉県 立教学院 （職域）立教学院職域接種会場 2021/9/11 2021/10/11 03-3985-2752 立教学院 総務部
埼玉県 学校法人獨協学園獨協大学 （職域）学校法人獨協学園獨協大学 雄飛ホール（学生センター内） 2021/7/17 2021/10/8 048-946-1641 学校法人獨協学園獨協大学 総務部総務課
埼玉県 国立大学法人埼玉大学 （職域）国立大学法人埼玉大学大学会館職域接種会場 2021/9/13 2021/10/15 048-858-3005 国立大学法人埼玉大学 参事役室
埼玉県 学校法人尚美学園 （職域）尚美学園大学職域接種会場 2021/8/30 2021/9/30 03-3814-3361 学校法人尚美学園 法人本部総務部総務課

埼玉県 学校法人城西大学 （職域）城西大学坂戸キャンパス職域接種会場 2021/9/1 2021/10/5 03-6238-1300 学校法人城西大学 総務課
埼玉県 学校法人早稲田医療学園 社会医療法人さいたま市民医療センター（職域） 2021/7/6 2021/10/10 048-749-6166 人間総合科学大学 事務局
埼玉県 学校法人東京電機大学 （職域）（大学拠点）東京電機大学埼玉鳩山キャンパス 2021/9/6 2021/10/9 03-5284-5120 学校法人東京電機大学 総務部
千葉県 学校法人 国際医療福祉大学 （職域）国際医療福祉大学成田キャンパス 体育館 2021/7/5 2021/9/30 0287-24-3000 国際医療福祉大学成田キャンパス 事務部
千葉県 学校法人 加計学園 （職域）千葉科学大学本部キャンパス職域接種会場 2021/7/6 2021/10/28 086-252-3161 千葉科学大学 事務局
千葉県 学校法人東京聖徳学園 （職域）学校法人東京聖徳学園 聖徳大学職域接種会場 2021/7/12 2021/9/8 03-5476-8811 聖徳大学 保健センター
千葉県 国立大学法人千葉大学 （職域）千葉大学職域接種会場 2021/7/12 2021/10/30 043-251-1111 国立大学法人千葉大学 企画総務部総務課
千葉県 帝京平成大学 （職域）帝京平成大学千葉キャンパス職域接種会場 2021/7/12 2021/9/3 03-5843-3111 帝京平成大学 千葉キャンパス 総務課
千葉県 学校法人明海大学 （職域）明海大学浦安キャンパス職域接種会場 2021/9/6 2021/10/15 049-285-5511 明海大学 浦安キャンパス庶務課

千葉県 学校法人植草学園 （職域）学校法人植草学園職域接種会場 2021/8/23 2021/9/30 043-239-2645 学校法人植草学園 学園事務局法人本部課

千葉県 学校法人順天堂 （職域）順天堂大学さくらキャンパス職域接種会場 2021/8/23 2021/9/30 03-3813-3111 順天堂大学さくらキャンパス 事務部
千葉県 学校法人了德寺大学 （職域）了徳寺大学職域接種会場 2021/9/11 2021/10/3 047-382-2111 学校法人了德寺大学 事務局
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会場所在地＿都道府県 企業名 会場名称 接種開始予定日 接種終了予定日 企業代表電話番号 所属組織 部署名
千葉県 学校法人日本大学 （職域）日本大学松戸歯学部接種会場 2021/7/2 2021/10/1 03-5275-8110 日本大学松戸歯学部 事務局
千葉県 学校法人日通学園 流通経済大学 （職域）流通経済大学 新松戸キャンパス２号館会場 2021/9/7 2021/10/1 0297-64-0001 学校法人日通学園 流通経済大学 新松戸キャンパス総務課

千葉県 学校法人和洋学園 （職域）和洋学園国府台キャンパス職域接種会場 2021/8/30 2021/10/29 047-371-1111 学校法人和洋学園 経営管理部
千葉県 学校法人 廣池学園 （職域）研修寮 2021/8/24 2021/9/30 04-7173-3121 学校法人 廣池学園 総務部総務課
千葉県 学校法人東京理科大学 （職域）東京理科大学野田キャンパス職域接種会場 2021/9/2 2021/10/2 03-3260-4271 東京理科大学 学生支援部
千葉県 学校法人江戸川学園 江戸川大学駒木キャンパス職域接種会場 2021/8/30 2021/10/10 03-3659-1241 学校法人江戸川学園 江戸川大学 事務局総務部企画総務課

千葉県 国立大学法人千葉大学 （職域）千葉大学医学部附属病院職域接種会場 2021/8/24 2021/9/24 043-251-1111 国立大学法人千葉大学 医学部附属病院総務課職員係

千葉県 学校法人城西大学 城西国際大学 （職域）城西国際大学東金キャンパス職域接種会場 2021/9/6 2021/10/15 03-6238-1300 城西国際大学 総務部人事課
千葉県 学校法人千葉学園 （職域）千葉商科大学 市川キャンパス 大学拠点接種会場 2021/10/6 2021/11/12 047-372-4111 学校法人千葉学園千葉商科大学 総務課
東京都 学校法人明治学院 （職域）明治学院大学職域接種会場 2021/9/4 2021/10/3 03-5421-5111 明治学院大学 総務部
東京都 学校法人駒澤大学 （職域）学校法人駒澤大学 大学拠点接種会場 2021/9/4 2021/10/17 03-3418-9111 学校法人駒澤大学 総務部総務課
東京都 学校法人東京音楽大学 (職域）白金高輪海老根ウィメンズクリニック 2021/9/2 2021/10/8 03-6455-2700 学校法人東京音楽大学 総務部総務課
東京都 学校法人慶應義塾 （職域）慶應義塾大学三田キャンパス職域接種会場 2021/6/21 2021/9/3 03-5427-1517 慶應義塾 総務部
東京都 学校法人國學院大學 （職域）國學院大學渋谷キャンパス職域接種会場 2021/7/26 2021/9/6 03-5466-0111 國學院大學 総務部
東京都 学校法人花田学園 東京有明医療大学講堂 2021/7/10 2021/10/19 03-3461-4787 学校法人花田学園 東京有明医療大学 総務部
東京都 学校法人 国際医療福祉大学 （職域）国際医療福祉大学東京赤坂キャンパス 2021/7/5 2021/10月上旬 0287-24-3000 国際医療福祉大学東京赤坂キャンパス 事務部
東京都 学校法人北里研究所 （職域）学校法人北里研究所職域接種会場 2021/7/5 2021/9/4 03-3444-6161 学校法人北里研究所 総務部
東京都 学校法人昭和女子大学 （職域）学校法人昭和女子大学 2021/7/10 2021/10/1 03-3411-5111 学校法人昭和女子大学 学園本部総務部
東京都 学校法人大正大学 （職域）学校法人大正大学職域接種会場 2021/7/10 2021/9/24 03-3918-7311 学校法人大正大学 総務部
東京都 国立大学法人東京大学 （職域）東京大学本郷キャンパス新型コロナウィルスワクチン職域接種会場 2021/7/8 2021/10/29 03-3812-2111 国立大学法人東京大学 環境安全衛生部
東京都 帝京平成大学 （職域）帝京平成大学中野キャンパス職域接種会場 2021/7/9 2021/9/30 03-5860-4711 帝京平成大学 中野キャンパス 総務課
東京都 帝京平成大学 （職域）帝京平成大学池袋キャンパス職域接種会場 2021/7/9 2021/9/3 03-5843-3111 帝京平成大学 池袋キャンパス 総務課
東京都 学校法人帝京大学 （職域）帝京大学 八王子キャンパス 職域接種会場 2021/7/12 2021/9/3 03-3964-1211 帝京大学八王子キャンパス 総務・企画グループ

東京都 帝京科学大学 （職域）帝京科学大学 千住キャンパス ７号館 2021/8/23 2021/9/18 03-6910-3790 帝京科学大学 教務課
東京都 学校法人帝京大学 帝京大学板橋キャンパス （職域）帝京大学板橋キャンパス 2021/8/23 2021/10/6 03-3964-1211 帝京大学本部 総務課
東京都 学校法人片柳学園 （職域）学校法人片柳学園 総務部八王子キャンパス総務課 2021/8/23 2021/9/29 042-637-1111 法人本部 総務部八王子キャンパス総務課

東京都 学校法人多摩美術大学 （職域）多摩美術大学 八王子キャンパス職域接種会場 2021/9/6 2021/10/8 03-3702-1141 学校法人多摩美術大学 総務部
東京都 学校法人玉川学園（玉川大学） （職域）玉川大学（学校法人玉川学園）職域接種会場 2021/8/23 2021/10/19 042-739-8111 学校法人玉川学園 総務部
東京都 学校法人創価大学 （職域）学校法人創価大学職域接種会場 2021/8/23 2021/10/1 042-691-2211 学校法人創価大学 総務部
東京都 学校法人東京薬科大学 （職域）東京薬科大学八王子キャンパス 2021/8/23 2021/9/24 042-676-5111 学校法人東京薬科大学 事務局総務部総務課

東京都 学校法人上智学院 （職域）上智大学新型コロナワクチン職域接種会場 2021/7/1 2021/9/27 03-3238-3111 学校法人上智学院 総務局総務グループ

東京都 学校法人日本大学 （職域）日本大学三軒茶屋キャンパス接種会場 2021/9/4 2021/9/22 03-5275-8110 日本大学三軒茶屋キャンパス 管理マネジメント課

東京都 学校法人日本大学 （職域）日本大学文理学部接種会場 2021/9/9 2021/10/7 03-5275-8110 日本大学文理学部 庶務課
東京都 学校法人東洋大学 （職域）東洋大学白山キャンパス職域接種会場 2021/9/2 2021/10/19 03-3945-7224 学校法人東洋大学 総務部総務課
東京都 学校法人共立女子学園 （職域）学校法人共立女子学園職域接種会場 2021/9/3 2021/10/5 03-3237-2404 学校法人共立女子学園 総務課 総務グループ

東京都 学校法人片柳学園 （職域）学校法人片柳学園 2021/9/2 2021/10/2 03-6424-1111 学校法人片柳学園 法人本部総務部蒲田キャンパス総務課

東京都 学校法人目白学園 (職域）学校法人目白学園新宿キャンパス 2021/8/23 2021/9/24 03-5996-3112 学校法人目白学園 総務部総務課
東京都 学校法人女子美術大学 （職域）女子美術大学接種会場 2021/9/1 2021/9/30 03-5340-4500 学校法人女子美術大学 総務企画部総務グループ

東京都 国立大学法人東京工業大学 （職域）国立大学法人東京工業大学 2021/9/3 2021/10/8 03-3726-1111 国立大学法人東京工業大学 総務部総務課
東京都 学校法人法政大学 （職域）法政大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/2 03-3264-9243 学校法人法政大学 総務部総務課
東京都 学校法人文京学園 （職域）文京学院大学 職域接種会場 2021/8/30 2021/9/30 03-3814-1661 文京学院大学 本郷キャンパス
東京都 学校法人明治大学 （職域）明治大学 職域接種会場 2021/9/1 2021/10/18 03-3296-4545 学校法人明治大学 経営企画部企画課
東京都 学校法人成蹊学園 （職域）学校法人成蹊学園 成蹊大学 職域接種会場 2021/9/4 2021/10/6 0422-37-3503 学校法人成蹊学園 健康支援センター
東京都 学校法人成城学園 （職域）慶愛クリニック 学校法人成城学園職域接種会場（仮） 2021/8/30 2021/10/22 03-3482-1248 学校法人成城学園 総務部
東京都 立教学院 （職域）立教学院職域接種会場 2021/9/13 2021/10/12 03-3985-2752 立教学院 総務部
東京都 学校法人昭和薬科大学 (職域）学校法人 昭和薬科大学 2021/9/2 2021/10/2 042-721-1511 学校法人 昭和薬科大学 理事会
東京都 学校法人杏林学園 （職域）学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院（松田進勇記念アリーナ） 2021/9/2 2021/10/4 0422-47-5511 学校法人杏林学園 総務部総務課
東京都 学校法人文化学園 （職域）学校法人文化学園 2021/9/1 2021/10/6 03-3299-2108 学校法人文化学園 学園本部総務部総務課

東京都 学校法人順天堂 （職域）順天堂大学職域接種会場 2021/9/2 2021/10/7 03-3813-3111 学校法人順天堂 本郷・お茶の水キャンパス安全衛生管理室

東京都 学校法人東京理科大学 （職域）東京理科大学神楽坂キャンパス職域接種会場 2021/9/2 2021/10/2 03-3260-4271 東京理科大学 学生支援部
東京都 学校法人東京理科大学 （職域）東京理科大学葛飾キャンパス職域接種会場 2021/9/2 2021/10/1 03-3260-4271 東京理科大学 学生支援部
東京都 学校法人星薬科大学 （職域）星薬科大学接種会場 2021/8/30 2021/10/3 03-3786-1011 星薬科大学 総務部
東京都 国立大学法人東京農工大学 (職域）東京農工大学小金井キャンパス１２号館内講義室 2021/9/1 2021/10/5 042-367-5504 国立大学法人東京農工大学 総務・経営企画部総務課

東京都 学校法人根津育英会武蔵学園 （職域）学校法人根津育英会武蔵学園職域接種会場 2021/8/30 2021/9/30 03-5984-3712 学校法人根津育英会武蔵学園 総務部総務課
東京都 学校法人武蔵野大学 （職域）武蔵野大学武蔵野キャンパス職域接種会場 2021/9/1 2021/10/16 03-5530-7333 学校法人武蔵野大学 総務部総務課
東京都 学校法人文教大学学園 （職域）文教大学 東京あだちキャンパス 2021/8/31 2021/10/2 03-3783-5511 文教大学 東京あだちキャンパス 法人事務局 総務部 法人総務課

東京都 学校法人青葉学園 （職域）渋谷教育学園渋谷中学高等学校職域接種会場 2021/9/4 2021/9/26 03-5421-7655 学校法人青葉学園 東京医療保健大学COVID-19対策本部

東京都 学校法人渡辺学園 （職域）学校法人渡辺学園 東京家政大学 板橋キャンパス 16号館ルーチェ 2021/8/24 2021/10/6 03-3961-5226 学校法人渡辺学園 総務部
東京都 学校法人 東洋学園 (職域)東洋学園大学職域接種会場 2021/9/1 2021/9/30 03-3811-1731 学校法人 東洋学園 東洋学園大学 学生支援センター学生支援課

東京都 東京女子医科大学 （職域）学校法人東京女子医科大学保健管理センター 2021/9/2 2021/10/26 03-3353-8111 東京女子医科大学 総務課
東京都 学校法人東京農業大学 （職域）東京農業大学世田谷キャンパス職域接種会場 2021/9/22 2021/10/22 03-5477-2207 東京農業大学 大学総務部大学総務課

東京都 学校法人宝塚大学 （職域）学校法人宝塚大学 2021/8/30 2021/9/30 06-6376-0853 宝塚大学 東京メディア芸術学部

東京都 学校法人駒澤学園 （職域）学校法人駒澤学園記念講堂小ホール 2021/9/4 2021/10/17 042-331-1911 学校法人駒澤学園 事務局
東京都 学校法人東京電機大学 （職域）（大学拠点）東京電機大学東京千住キャンパス 2021/8/30 2021/10/9 03-5284-5120 学校法人東京電機大学 総務部
東京都 学校法人桑沢学園 東京造形大学 （職域）東京造形大学職域接種会場 2021/9/21 2021/10/22 042-637-8111 東京造形大学 庶務課
神奈川県 学校法人北里研究所 （職域）学校法人北里研究所職域接種会場（体育館等を予定） 2021/7/5 2021/9/4 03-3444-6161 学校法人北里研究所 北里大学学事企画部

神奈川県 学校法人東海大学 （職域）東海大学 湘南校舎職域接種会場 2021/7/1 2021/10月下旬 03-3467-2211 東海大学 大学運営本部戦略プロジェクト室

神奈川県 学校法人 幾徳学園 神奈川工科大学 （職域）学校法人 幾徳学園 神奈川工科大学 2021/8/25 2021/10/1 046-291-3250 学校法人 幾徳学園 神奈川工科大学 庶務課
神奈川県 学校法人神奈川大学 学校法人神奈川大学接種会場 2021/8/24 2021/9/5 045-481-5661 学校法人神奈川大学 総務部法務文書課
神奈川県 学校法人桐蔭学園 （職域）桐蔭横浜大学接種会場 2021/8/23 2021/9/22 045-971-1411 学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学総務部
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神奈川県 学校法人神奈川歯科大学 （職域）神奈川歯科大学職域接種会場 2021/8/10 2021/10/1 046-822-8815 学校法人神奈川歯科大学 総務部人事課
神奈川県 公立大学法人横浜市立大学 （職域）横浜市立大学金沢八景キャンパスワクチン接種会場 2021/8/12 2021/9/19 045-787-2311 公立大学法人横浜市立大学 企画総務部総務課
神奈川県 学校法人日本大学 （職域）日本大学生物資源科学部接種会場 2021/8/31 2021/9/30 03-5275-8110 日本大学生物資源科学部 庶務課
神奈川県 学校法人女子美術大学 （職域）女子美術大学接種会場 2021/8/24 2021/9/26 03-5340-4500 学校法人女子美術大学 総務企画部総務グループ

神奈川県 学校法人都築第一学園 横浜薬科大学 2021/8/10 2021/10/1 045-859-1300 学校法人都築第一学園 総務課
神奈川県 学校法人総持学園 鶴見大学 （職域）鶴見大学 職域接種会場 2021/8/30 2021/10/2 045-580-8627 学校法人総持学園 鶴見大学 総務部総務課
神奈川県 学校法人文教大学学園 （職域）文教大学 湘南キャンパス 2021/8/30 2021/9/27 03-3783-5511 文教大学 湘南キャンパス 法人事務局 総務部 湘南総務課

神奈川県 学校法人相模女子大学 （職域）学校法人相模女子大学マーガレット本館 2021/9/2 2021/10/3 042-742-1411 学校法人相模女子大学 学園事務部総務課
神奈川県 横浜国立大学 （職域）横浜国立大学接種会場 2021/9/1 2021/10/13 045-339-3014 横浜国立大学 総務企画部総務企画課

神奈川県 学校法人東京農業大学 （職域）東京農業大学厚木キャンパス職域接種会場 2021/9/15 2021/10/17 03-5477-2207 東京農業大学 農学部事務部
新潟県 公立大学法人新潟県立大学 （職域）新潟県立大学職域接種会場 2021/7/10 2021/9/30 025-270-1300 新潟県立大学 事務局総務財務部財務課

新潟県 国立大学法人新潟大学 国立大学法人新潟大学職域接種会場（仮称） 2021/6/28 2021/11月下旬 025-262-6021 新潟大学 総務部総務課
新潟県 学校法人国際総合学園 （職域）開志専門職大学 紫竹山キャンパス 2021/8/28 2021/10/16 025-210-8565 学校法人国際総合学園 総務部
新潟県 学校法人新潟総合学園 新潟医療福祉大学 （職域）新潟医療福祉大学接種会場 2021/7/5 2021/9/7 025-257-4455 新潟医療福祉大学 総務部
新潟県 学校法人 新潟平成学院 （職域）新潟国際情報大学職域接種会場 済生会新潟病院 2021/8/28 2021/10/9 025-239-3111 新潟国際情報大学 総務課
富山県 国立大学法人富山大学 （職域）富山大学五福キャンパス 学生会館 2021/7/8 2021/10/20 076-445-6011 国立大学法人富山大学 総務部総務課
富山県 公立大学法人富山県立大学 （職域）富山県立大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/6 0766-56-7500 公立大学法人富山県立大学 事務局経営企画課
石川県 学校法人金沢工業大学 （職域）金沢工業大学職域接種会場 2021/6/30 2021/9/29 076-248-1100 学校法人金沢工業大学 法人本部
山梨県 国立大学法人山梨大学 （職域）国立大学法人山梨大学甲府キャンパス大学会館 2021/6/25 2021/10/11 055-220-8003 国立大学法人山梨大学 総務部総務課
山梨県 国立大学法人山梨大学 （職域）国立大学法人山梨大学医学部キャンパス体育館 2021/6/29 2021/10/11 055-220-8003 国立大学法人山梨大学 医学域総務課
山梨県 学校法人健康科学大学 （職域）健康科学大学職域接種会場 2021/8/12 2021/9/10 0554-46-6500 健康科学大学 大学事務室総務部総務課

山梨県 公立大学法人都留文科大学 （職域）公立大学法人都留文科大学接種会場 2021/9/4 2021/10/3 0554-43-4341 公立大学法人都留文科大学 総務課
長野県 学校法人清泉女学院 清泉女学院大学・短期大学 体育館 2021/7/31 2021/9/5 03-6456-3900 清泉女学院大学・短期大学 総務部
長野県 国立大学法人信州大学 （職域）信州大学繊維学部 2021/8/2 2021/10/9 0263-35-4600 国立大学法人信州大学 総合健康安全センター

長野県 国立大学法人信州大学 （職域）国立大学法人信州大学総合健康安全センター 2021/7/5 2021/10/23 0263-35-4600 国立大学法人信州大学 総合健康安全センター

長野県 国立大学法人信州大学 （職域）信州大学工学部 2021/7/26 2021/10/17 0263-35-4600 国立大学法人信州大学 総合健康安全センター

長野県 学校法人松商学園 （職域）松本大学・松本大学松商短期大学部 職域接種会場 2021/8/14 2021/10/2 0263-48-7207 松本大学・松本大学松商短期大学部 健康安全センター
長野県 長野工業高等専門学校 （職域）国立長野工業高等専門学校 2021/9/8 2021/10/9 026-295-7003 長野工業高等専門学校 事務部
長野県 公立大学法人長野大学 （職域）長野大学・上田女子短期大学・長野県工科短期大学校 職域接種会場 2021/9/6 2021/10/6 0268-39-0001 長野大学 総務・人事担当
岐阜県 学校法人岐阜済美学院 （職域）中部学院大学・中部学院大学短期大学部職域接種会場 2021/8/23 2021/10/1 0575-24-1511 学校法人岐阜済美学院 大学事務局総務部総務課

岐阜県 学校法人中京学院 （職域）中京学院大学瑞浪キャンパス6号館職域接種会場 2021/7/14 2021/10/17 0572-68-4555 中京学院大学 総務部
岐阜県 学校法人神野学園 岐阜医療科学大学 (職域）岐阜医療科学大学 可児キャンパス職域接種会場 2021/9/3 2021/10/12 0574-65-6555 学校法人神野学園 岐阜医療科学大学 IR室
岐阜県 学校法人 聖徳学園 （職域）岐阜聖徳学園大学羽島キャンパス職域接種会場 2021/8/30 2021/9/30 058-279-3300 岐阜聖徳学園大学 羽島事務部
岐阜県 学校法人神谷学園 （職域）学校法人神谷学園職域接種会場 2021/8/30 2021/10/29 058-372-2201 学校法人神谷学園 法人本部事務局
静岡県 学校法人新静岡学園 （職域）静岡産業大学 藤枝キャンパス会場 2021/8/9 2021/9/30 054-200-0190 静岡産業大学 藤枝キャンパス 事務局
静岡県 学校法人日本大学 （職域）日本大学国際関係学部接種会場 2021/9/7 2021/10/13 03-5275-8110 日本大学国際関係学部 庶務課
静岡県 学校法人常葉大学 （職域）常葉大学静岡草薙キャンパス職域接種会場 2021/8/30 2021/10/9 054-261-1356 学校法人常葉大学法人本部 人事部人事課
静岡県 学校法人常葉大学 （職域）常葉大学浜松キャンパス職域接種会場 2021/8/30 2021/9/30 054-261-1356 学校法人常葉大学法人本部 人事部人事課
静岡県 静岡県公立大学法人 （職域）静岡県立大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/5 054-264-5102 静岡県公立大学法人静岡県立大学 事務局総務部
静岡県 国立大学法人静岡大学 （職域）国立大学法人静岡大学静岡キャンパス 2021/8/30 2021/9/29 054-237-1111 国立大学法人静岡大学 総務部総務課
静岡県 国立大学法人静岡大学 （職域）国立大学法人静岡大学浜松キャンパス 2021/8/30 2021/9/29 054-237-1111 国立大学法人静岡大学 総務部総務課
愛知県 学校法人 菊武学園 名古屋産業大学 （職域）名古屋産業大学 2021/6/28 2021/9/25 0561-55-5101 事務局 総務課
愛知県 学校法人中西学園 （職域）学校法人中西学園職域接種会場 2021/7/3 2021/9/28 0561-75-1713 学校法人中西学園 法人事務局総務部企画調査課

愛知県 学校法人名城大学 （職域）藤田医科大学 アセンブリホール（体育館） 2021/8/25 2021/9/28 052-832-1151 学校法人名城大学 総務部
愛知県 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 （職域）国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学豊田講堂 2021/7/5 2021/10/26 052-789-2008 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 総務部（名古屋大学管理部）

愛知県 学校法人河原学園 人間環境大学岡崎キャンパス診療所診察室職域接種会場 2021/9/3 2021/9/25 089-943-5333 人間環境大学 事務局
愛知県 学校法人 東海学園 （職域）東海学園大学 2021/8/23 2021/9/26 052-936-5515 東海学園大学 事務局
愛知県 学校法人愛知淑徳学園 （職域）愛知淑徳大学職域接種会場 2021/8/23 2021/10/11 0561-62-4111 愛知淑徳大学 総務事務室
愛知県 学校法人南山学園 （職域）南山大学（南山学園職域接種会場） 2021/8/23 2021/10/7 052-832-0217 学校法人南山学園 経営本部総合企画室

愛知県 学校法人日本福祉大学 （職域）日本福祉大学美浜キャンパス 2021/8/23 2021/10/14 0569-87-2213 学校法人日本福祉大学 総務部総務課
愛知県 学校法人愛知学院 （職域）学校法人愛知学院 名城公園キャンパス 職域接種会場 2021/8/30 2021/10/7 052-751-2561 学校法人 愛知学院 秘書部秘書庶務課
愛知県 愛知県公立大学法人 （職域）愛知県公立大学法人愛知県立大学職域接種会場 2021/8/23 2021/10/1 0561-64-1116 県立大学事務部門 県大総務課
愛知県 学校法人 大同学園 大同大学 （職域）学校法人大同学園 大同大学 2021/8/30 2021/10/8 052-612-1551 学校法人 大同学園 総務部
愛知県 学校法人愛知大学 （職域）愛知大学名古屋キャンパス 2021/8/30 2021/10/13 052-937-8111 学校法人愛知大学 名古屋総務課
愛知県 学校法人愛知大学 （職域）愛知大学 豊橋キャンパス 2021/8/30 2021/10/13 052-937-8111 学校法人愛知大学 豊橋総務課
愛知県 栗本学園 （職域）名古屋商科大学 日進長久手キャンパス 2021/8/30 2021/10/10 0561-73-2111 名古屋商科大学 総務担当
愛知県 国立大学法人豊橋技術科学大学 （職域）豊橋技術科学大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/8 0532-47-0111 国立大学法人豊橋技術科学大学 総務課（リスク・安全管理室）

愛知県 学校法人名古屋学院大学 （職域）名古屋学院大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/10 052-678-4080 学校法人名古屋学院大学 総務部総務課
愛知県 学校法人椙山女学園 サンシャイン栄3階 2021/8/30 2021/10/30 052-781-1186 学校法人椙山女学園 総務部総務課
愛知県 学校法人金城学院 （職域）金城学院大学 接種会場 2021/8/30 2021/10/1 052-798-0180 金城学院大学 総務部
愛知県 学校法人市邨学園 （職域）藤田医科大学アセンブリーホール（体育館） 2021/8/30 2021/10/12 052-853-0047 学校法人市邨学園名古屋経済大学 大学事務局
三重県 学校法人皇學館 (職域)皇學館大学職域接種会場(7号館・9号館) 2021/8/30 2021/9/26 0596-22-0201 皇學館大学 総務部総務担当
三重県 学校法人 鈴鹿医療科学大学 （職域）鈴鹿医療科学大学 白子キャンパス 職域接種会場 2021/8/30 2021/10/3 059-383-8991 鈴鹿医療科学大学 大学事務局 学生課

三重県 津市立三重短期大学 （職域）三重県立看護大学 2021/9/11 2021/10/10 059-232-2341 三重短期大学 大学総務課
滋賀県 学校法人立命館 （職域）立命館大学びわこ・くさつキャンパス 2021/7/5 2021/9/30 075-813-8137 学校法人立命館 総務部総務課
滋賀県 学校法人龍谷大学 （職域）龍谷大学瀬田学舎職域接種会場 2021/8/23 2021/9/17 075-642-1111 学校法人龍谷大学 保健管理センター事務部

滋賀県 国立大学法人滋賀医科大学 （職域）滋賀医科大学保健管理センター 2021/8/9 2021/9/19 077-548-2111 国立大学法人滋賀医科大学 人事課
京都府 学校法人同志社 （職域）学校法人同志社 同志社大学今出川キャンパス 2021/7/1 2021/9/18 075-251-3001 学校法人同志社 法人事務部
京都府 学校法人同志社 （職域）学校法人同志社京田辺接種会場 2021/7/6 2021/9/8 075-251-3001 同志社大学 庶務課
京都府 学校法人 永守学園 （職域）京都先端科学大学職域接種会場 2021/6/21 2021/10/8 075-406-7000 大学事務局 大学総務部
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京都府 学校法人京都産業大学 （職域）京都産業大学接種会場 2021/7/12 2021/9/30 075-705-1408 学校法人京都産業大学 総務部
京都府 学校法人立命館 （職域）立命館大学衣笠キャンパス 2021/7/5 2021/9/30 075-813-8137 学校法人立命館 総務部総務課
京都府 国立大学法人京都大学 （職域）京都大学医学部附属病院外来診療棟 2021/7/3 2021/10/24 075-753-7531 国立大学法人京都大学 医学部附属事務部医療サービス課

京都府 学校法人龍谷大学 （職域）龍谷大学深草学舎職域接種会場 2021/8/23 2021/9/17 075-642-1111 学校法人龍谷大学 保健管理センター事務部

京都府 学校法人光華女子学園 （職域）京都光華女子大学 瑞風館1階 2021/8/23 2021/9/22 075-325-5136 学校法人光華女子学園 学園運営部
京都府 学校法人佛教教育学園 佛教大学 （職域）佛教大学新型コロナワクチン接種会場 2021/8/23 2021/9/25 075-491-2141 学校法人佛教教育学園 佛教大学 企画部
京都府 学校法人瓜生山学園 （職域）京都芸術大学職域接種会場 2021/8/23 2021/9/30 075-791-9122 学校法人瓜生山学園 通学課程
京都府 学校法人京都女子学園 （職域）学校法人京都女子学園職域接種会場 2021/9/6 2021/10/8 075-531-7030 学校法人京都女子学園 京都女子大学 総務部総務課
京都府 学校法人京都外国語大学 （職域）学校法人京都外国語大学接種会場 2021/9/3 2021/10/7 075-322-6001 京都外国語大学 総務部
京都府 学校法人京都精華大学 （職域）京都精華大学 2021/9/3 2021/10/5 075-702-5131 学校法人京都精華大学 総務グループ
京都府 京都華頂大学・華頂短期大学 （職域）京都華頂大学・華頂短期大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/16 075-551-1188 京都華頂大学・華頂短期大学 総務部
大阪府 森ノ宮医療学園森ノ宮医療大学 （大学）森ノ宮医療大学 2021/6/28 2021/9/24 06-6616-6911 森ノ宮医療大学 経営企画部
大阪府 学校法人関西大学 （大学）学校法人関西大学職域接種会場 2021/6/21 2021/9/3 06-6368-1121 総務局 総務局
大阪府 公立大学法人大阪 大阪市立大学（府大含む） （大学）大阪市立大学杉本キャンパス職域接種会場 2021/6/28 2021/9/3 06-6605-2011 大学管理部 企画総務課
大阪府 学校法人 近畿大学 （大学）近畿大学病院 2021/7/2 2021/10/15 06-6721-2332 近畿大学病院 総務広報課
大阪府 大阪大学 （大学）大阪大学職域接種会場 2021/6/21 2021/10/4 06-6879-5111 大阪大学 総務部安全衛生管理室

大阪府 学校法人大阪産業大学 （大学）学校法人大阪産業大学職域接種会場 2021/6/28 2021/9/3 072-875-3001 学校法人大阪産業大学 総務部総務課
大阪府 学校法人四條畷学園 （職域）四條畷学園職域接種会場 2021/7/3 2021/9/30 072-876-1321 学校法人四條畷学園 法人本部事務局
大阪府 学校法人 大阪信愛女学院 （大学）学校法人 大阪信愛女学院 マリアンホール接種会場 2021/8/9 2021/9/25 06-6939-4391 学校法人 大阪信愛女学院 総務部保健センター

大阪府 学校法人関西大学 （大学）関西大学高槻ミューズキャンパス職域接種会場 2021/7/1 2021/9/20 06-6368-1121 学校法人関西大学 高槻事務局
大阪府 学校法人立命館 （大学）立命館大学大阪いばらきキャンパス接種会場 2021/7/5 2021/9/30 075-813-8137 学校法人立命館 総務部総務課
大阪府 学校法人大阪電気通信大学 （職域）大阪電気通信大学職域接種会場 2021/6/29 2021/9/26 072-824-1131 大阪電気通信大学 学事部
大阪府 学校法人大阪医科薬科大学 （大学）大阪医科薬科大学 本部キャンパス会場 2021/7/8 2021/9/30 072-683-1221 学校法人大阪医科薬科大学 事務局
大阪府 学校法人藍野大学 （職域）学校法人藍野大学職域接種会場 2021/7/13 2021/9/3 072-621-3764 学校法人藍野大学 法人事務局総務センター総務グループ

大阪府 学校法人関西外国語大学 （大学）学校法人関西外国語大学 中宮キャンパス  体育館 2021/8/23 2021/9/29 072-805-2801 学校法人関西外国語大学 総務部
大阪府 学校法人関西医科大学 （職域）学校法人関西医科大学 2021/8/16 2021/9/24 072-804-0101 学校法人関西医科大学 総務部総務課
大阪府 学校法人大谷学園 （職域）大阪大谷大学 2021/9/6 2021/10/10 06-6661-0381 学校法人大谷学園 大阪大谷大学 総務課
大阪府 学校法人玉手山学園 （職域）関西福祉科学大学附属整形外科リハビリ診療所特別接種会場 2021/8/23 2021/10/23 072-978-6661 学校法人玉手山学園 法人本部総務部
大阪府 学校法人谷岡学園 （職域）大阪商業大学職域接種会場 2021/8/9 2021/9/30 06-6781-0360 学校法人谷岡学園 法人本部人事課
大阪府 学校法人行岡保健衛生学園 （大学）大阪行岡医療大学会場 2021/9/6 2021/10/4 06-6372-2456 学校法人行岡保健衛生学園 事務局
大阪府 学校法人羽衣学園 （職域）羽衣国際大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/9 072-265-6200 羽衣国際大学 総合企画室
大阪府 学校法人常翔学園 （職域）大阪工業大学 大宮キャンパス 2021/9/6 2021/10/10 06-6954-4014 大阪工業大学 庶務課
大阪府 学校法人常翔学園 （職域）摂南大学 寝屋川キャンパス 2021/7/31 2021/10/17 06-6954-4014 摂南大学 庶務課
大阪府 学校法人常翔学園 （職域）摂南大学 枚方キャンパス 2021/8/30 2021/10/3 06-6954-4014 摂南大学 枚方事務室
大阪府 学校法人大阪成蹊学園 （職域）学校法人大阪成蹊学園職域接種会場 2021/8/30 2021/9/29 06-6829-2500 大阪成蹊大学 総務本部
大阪府 学校法人梅花学園 （職域）梅花女子大学職域接種会場 2021/8/30 2021/9/30 072-643-6221 学校法人梅花学園 総務部
大阪府 学校法人大阪経済大学 （職域）学校法人大阪経済大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/7 06-6328-2431 学校法人大阪経済大学 経営企画部
大阪府 学校法人追手門学院 （職域）追手門学院大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/10 072-641-9608 追手門学院大学 学生支援部
大阪府 学校法人大阪青山学園 （職域）学校法人大阪青山学園 2021/8/30 2021/10/16 072-722-4165 大阪青山大学 総務部
大阪府 学校法人 大阪国際学園 （職域）大阪国際大学・短期大学部職域接種会場 2021/9/25 2021/10/24 06-6902-0787 大阪国際大学 学生課
兵庫県 学校法人甲南学園 （職域）甲南大学職域接種会場 2021/7/5 2021/9/5 078-431-4341 学校法人甲南学園 総務部
兵庫県 学校法人関西学院 （職域）関西学院大学職域接種会場 2021/8/23 2021/10/17 0798-54-6007 学校法人関西学院 保健館
兵庫県 学校法人神戸女学院 （職域）学校法人神戸女学院職域 2021/8/30 2021/10/8 0798-51-8505 学校法人神戸女学院 総務部総務課
兵庫県 兵庫県公立大学法人 （職域）兵庫県立大学神戸商科キャンパス 2021/8/23 2021/9/26 078-794-6690 兵庫県立大学 総務人事課
兵庫県 学校法人行吉学園 （職域）神戸女子学・神戸女子短期大学職域接種会場 2021/8/23 2021/10/9 078-303-4700 神戸女子大学・神戸女子短期大学 ポートアイランドキャンパス事務部

兵庫県 学校法人濱名山手学院 （職域）関西国際大学尼崎キャンパス会場 2021/8/30 2021/9/26 06-6496-4304 学校法人濱名山手学院 関西国際大学 事務局
兵庫県 学校法人谷岡学園 （職域）神戸芸術工科大学職域接種会場 2021/8/30 2021/9/30 06-6781-0360 学校法人谷岡学園 法人本部人事課
和歌山県 公立大学法人和歌山県立医科大学 （職域）公立大学法人和歌山県立医科大学職域接種会場 2021/8/23 2021/9/17 073-447-2300 公立大学法人和歌山県立医科大学 事務局総務課
和歌山県 国立大学法人 和歌山大学 （職域）国立大学法人和歌山大学 2021/8/23 2021/10/4 073-457-7009 国立大学法人 和歌山大学 総務課
鳥取県 国立大学法人鳥取大学 （職域）国立大学法人鳥取大学米子地区事業場会場 2021/8/10 2021/9/24 0857-31-5007 国立大学法人鳥取大学 米子地区事務部総務課

鳥取県 独立行政法人国立高等専門学校機構 （職域）米子工業高等専門学校職域接種会場 2021/8/9 2021/9/26 042-662-3120 米子工業高等専門学校 総務課
島根県 公立大学法人島根県立大学 島根県立大学出雲キャンパス 2021/8/30 2021/10中旬 0855-24-2200 公立大学法人島根県立大学 出雲キャンパス事務部管理課

岡山県 学校法人ノートルダム清心学園 （職域）ノートルダム清心女子大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/1 086-252-1155 ノートルダム清心女子大学 学長室
岡山県 学校法人 川崎学園 （職域）川崎学園職域接種会場 2021/7/9 2021/10/28 086-462-1111 学校法人 川崎学園 病院庶務課
岡山県 岡山県立大学 岡山県立大学講堂 2021/8/11 2021/9/17 0866-94-2111 岡山県立大学 事務局
岡山県 学校法人創志学園 （職域）環太平洋大学職域接種診療所 2021/8/30 2021/10/17 078-262-0880 環太平洋大学 事務局
岡山県 学校法人就実学園 就実大学 2021/8/30 2021/10/1 086-271-8111 学校法人就実学園 総務部
岡山県 学校法人加計学園 （職域）岡山理科大学岡山キャンパスA1号館 2021/8/30 2021/10/5 086-256-8403 岡山理科大学 大学事務局
岡山県 学校法人作陽学園 （職域）学校法人作陽学園職域接種会場 2021/8/30 2021/10/23 086-523-0888 学校法人作陽学園 教育企画部 教育支援室

広島県 広島県公立大学法人 （職域）三原市中央公民館 2021/8/30 2021/9/26 082-251-5178 広島県公立大学法人 本部総務課
広島県 学校法人広島女学院 （職域）学校法人広島女学院職域接種会場 2021/8/30 2021/10/16 082-228-0380 学校法人広島女学院 法人事務局総務課
広島県 学校法人鶴学園 （職域）広島工業大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/17 082-921-3121 学校法人鶴学園 総務部
広島県 福山市立大学・福山大学・福山平成大学 （職域）福山市立大学・福山大学・福山平成大学（学校法人福山大学社会連携推進センター） 2021/9/1 2021/10月初旬 084-936-2111 福山大学 事務局
山口県 国立大学法人山口大学 （職域）山口大学吉田キャンパス新型コロナウイルスワクチン職域接種会場 2021/7/24 2021/9/17 083-933-5000 国立大学法人山口大学 総務企画部総務課
山口県 公立大学法人山口県立大学 （職域）公立大学法人山口県立大学職域接種会場 2021/7/23 2021/9/9 083-928-0211 公立大学法人山口県立大学 総務部
山口県 学校法人東亜大学学園 （職域）東亜大学接種会場 2021/8/30 2021/9/30 083-256-1113 東亜大学 事務局
徳島県 学校法人四国大学 （職域）四国大学 2021/6/29 2021/10/3 088-665-1300 総務・企画部 総務課
徳島県 学校法人村崎学園 （大学）徳島文理大学徳島キャンパス国際会議場 2021/8/16 2021/9/14 088-622-0097 学校法人村崎学園 本部総務部
香川県 学校法人四国高松学園 高松大学・高松短期大学 （職域）県立保健医療大学・四国高松学園ワクチン合同接種会場 2021/7/21 2021/10/23 087-841-3255 学校法人四国高松学園 高松大学・高松短期大学 事務局
香川県 学校法人村崎学園 (職域)徳島文理大学香川キャンパス職域接種会場 2021/8/2 2021/9/14 088-622-0097 学校法人村崎学園 本部総務部
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愛媛県 国立大学法人愛媛大学 （職域）国立大学法人愛媛大学 2021/7/17 2021/9/18 089-927-9000 国立大学法人愛媛大学 総務部総務課
愛媛県 学校法人河原学園 （職域）河原学園ワクチン接種会場 2021/7/31 2021/9/19 089-943-5333 学校法人河原学園 総務部
愛媛県 学校法人 松山大学 (職域)学校法人松山大学カルフールホール(厚生施設) 2021/8/28 2021/9/26 089-925-7111 学校法人 松山大学 総務部
高知県 国立大学法人高知大学 (職域)高知大学医学部附属病院職域接種会場 2021/8/9 2021/11/15 088-844-0111 国立大学法人高知大学 総務部
福岡県 学校法人高木学園 福岡国際医療福祉大学職域接種会場 2021/7/7 2021/9/29 092-832-1200 福岡国際医療福祉大学 事務部総務課
福岡県 学校法人 国際医療福祉大学 （職域）国際医療福祉大学大川キャンパス接種会場 2021/7/5 2021/9/18 0287-24-3000 国際医療福祉大学 大川キャンパス事務部

福岡県 学校法人福岡工業大学 学校法人福岡工業大学 2021/8/24 2021/9/27 092-606-0605 学校法人福岡工業大学 総務部
福岡県 学校法人帝京大学 （職域）帝京大学福岡キャンパス 2021/7/12 2021/9/16 03-3964-1211 帝京大学福岡キャンパス 総務課
福岡県 学校法人西日本工業学園 （職域）西日本工業大学職域接種会場 2021/8/25 2021/10/14 093-563-2228 西日本工業大学 大学事務局
福岡県 学校法人 都築育英学園 （職域）日本経済大学 職域接種会場 未定 未定 092-918-6552 日本経済大学 庶務課
福岡県 学校法人福岡大学 （職域）学校法人福岡大学職域接種会場（総合体育館） 2021/8/9 2021/9/12 092-871-6631 福岡大学 総務部総務課
福岡県 学校法人中村産業学園 （職域）多目的スペース 2021/9/13 2021/10/13 092-673-5050 学校法人中村産業学園 総務部総務課
福岡県 公立大学法人北九州市立大学 （職域）セントシティ接種会場 2021/9/13 2021/11/4 093-964-4004 公立大学法人北九州市立大学 総務課
福岡県 学校法人福原学園 自由ケ丘会館 2021/9/13 2021/10/14 093-693-3083 福原学園保健センター 福原学園保健センター

福岡県 学校法人近畿大学（産業理工学部） 近畿大学産業理工学部（福岡キャンパス） 2021/8/30 2021/10/9 06-6721-2332 学校法人近畿大学（産業理工学部） 大学運営本部福岡キャンパス学生センター

福岡県 国立大学法人九州工業大学 （職域）国立大学法人九州工業大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/14 093-884-3000 国立大学法人九州工業大学 情報工学部 情報工学部事務部
佐賀県 国立大学法人佐賀大学 （職域）佐賀大学本庄キャンパス接種会場 2021/8/9 2021/9/3 0952-28-8113 国立大学法人佐賀大学 総務部
長崎県 国立大学法人長崎大学 （職域）長崎大学職域接種会場 2021/7/12 2021/9/17 095-819-2016 国立大学法人長崎大学 管理運営部管理課
長崎県 公立大学法人長崎県立大学 長崎県立大学佐世保校接種会場 2021/8/23 2021/10/1 0956-47-2191 公立大学法人長崎県立大学 総務課
熊本県 国立大学法人熊本大学 （職域）熊本大学病院 2021/8/16 2021/9/29 096-344-2111 国立大学法人熊本大学 総務部総務課
熊本県 公立大学法人熊本県立大学 （職域）日本赤十字社熊本健康管理センター 2021/8/23 2021/10/5 096-383-2929 公立大学法人熊本県立大学 総務課
熊本県 学校法人東海大学 （職域）東海大学熊本キャンパス 2021/8/30 2021/9/28 03-3467-2211 東海大学熊本キャンパス 熊本オフィス
大分県 学校法人立命館 立命館アジア太平洋大学 （職域）立命館アジア太平洋大学職域接種会場 キャンパス内大教室 2021/8/23 2021/11/28 0977-78-1112 立命館アジア太平洋大学 アドミニストレーション・オフィス

大分県 国立大学法人大分大学 （職域）国立大学法人大分大学職域接種会場（旦野原キャンパス）ビフォーレ（福利厚生施設） 2021/8/9 2021/9/9 097-569-3311 国立大学法人大分大学 総務部
大分県 学校法人別府大学 （職域）学校法人別府大学職域接種会場 2021/8/30 2021/10/5 0977-67-0101 学校法人別府大学 法人事務局
大分県 学校法人文理学園 （職域）学校法人文理学園職域接種会場 2021/8/30 2021/9/20 097-592-1600 日本文理大学 大学総務・経理担当

鹿児島県 国立大学法人鹿児島大学 （職域）鹿児島大学職域接種会場 2021/6/24 2021/9/30 099-285-7111 国立大学法人鹿児島大学 総務部総務課
鹿児島県 学校法人 都築教育学園 （職域）学校法人都築教育学園 第一工科大学 職域接種会場 2021/8/30 2021/10/12 0995-45-2010 学校法人 都築教育学園 法人事務局 総務課

沖縄県 学校法人沖縄大学 （職域）学校法人沖縄大学職域接種会場 2021/8/4 2021/9/11 098-832-3216 沖縄大学 総務課
沖縄県 公立大学法人名桜大学 （職域）公立大学法人名桜大学職域接種会場 2021/6/29 2021/9/23 0980-51-1100 公立大学法人名桜大学 総務企画部
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