
　　　       　　6月28日週に「大学拠点接種」を開始する大学の状況について

9月9日（木）12:00時点修正

文部科学省では、若者や教育関係者へのワクチン接種の加速化という「大学拠点接種」の意義に鑑み、接種を開始する大学に対して、

地域の要請に応じて、自大学の教職員・学生のみならず、近隣の大学や教育関係者等への接種対象者の拡大を要請しています。

開始予定日 大学名 設置区分 都道府県 対象者 近隣地域への接種対象拡大（予定）

6月28日 学校法人電子開発学園
北海道情報大学

私立 北海道 学生・教職員
近隣学校等

近隣の幼稚園・小中学校の教職員（2000人）、近隣の専門学校の学生・教職員（1000
人）へ接種拡大予定。

6月28日 学校法人高崎健康福祉大学 私立 群馬県 学生・教職員 一般接種への協力の他、検討中。

6月28日 学校法人東邦大学 私立 千葉県

学生・教職員
近隣学校等
近隣企業等
留学予定者

近隣教育機関や、近隣企業等への接種について検討中。
・留学予定者を受け入れ。

6月28日
公立大学法人大阪
大阪府立大学
大阪市立大学

公立 大阪府 学生・教職員 接種対象拡大について検討中。

6月28日 学校法人森ノ宮医療学園
森ノ宮医療大学

私立 大阪府 学生・教職員
他大学等

・近隣の大学の学生・教職員への接種拡大予定。
・近隣企業の従業員（約2,000人）。

6月28日 学校法人関西医療学園
関西医療大学

私立 大阪府 学生・教職員
・同一法人が設置する専門学校の学生、教職員及びその家族に接種予定。

・大学の関連業者に接種予定。

6月28日 国立大学法人神戸大学 国立 兵庫県 学生・教職員
・近隣大学の学生・教職員への接種を拡大予定。

・留学予定者を受け入れ。

6月28日 学校法人久留米大学 私立 福岡県
学生・教職員

他大学等
留学予定者

・久留米市内の大学（久留米工業大学、久留米工業高等専門学校）の学生・教職員に
接種を実施。

・留学予定者を受け入れ。

6月28日 学校法人永原学園
西九州大学

私立 佐賀県 学生・教職員
近隣学校等

近隣の私立中学校・高等学校教職員への接種を予定。

6月29日 名寄市立大学 公立 北海道 学生・教職員
近隣住民等

名寄市と連携し、近隣住民を受け入れ予定。

6月29日 学校法人桐丘学園
桐生大学

私立 群馬県 学生・教職員 一般接種への協力の他、検討中。

6月29日 学校法人菊武学園
名古屋産業大学

私立 愛知県
学生・教職員

他大学等
近隣学校等

学園内の大学・短期大学、高等学校、専門学校の学生及び教職員への接種を予定。

6月29日 学校法人四国大学 私立 徳島県 学生・教職員
他大学等

徳島工業短期大学の学生・教職員約100名、及び阿南工業高等専門学校の学生・教職員
への接種を予定。

6月29日 国立大学法人九州大学 国立 福岡県

学生・教職員
大学関係者
他大学等

留学予定者

・近隣の大学（九州工業大学、九州産業大学、西南学院大学、中村学園大学、福岡女
子大学、福岡大学）の留学予定者や海外での研究活動を行う渡航予定者の接種を実

施。さらに近隣の大学等への対象拡大を検討中。
・留学予定者を受け入れ。

6月30日 学校法人金沢工業大学
金沢工業大学

私立 石川県 学生・教職員
近隣企業

民間企業への接種拡大を検討中。

7月1日 学校法人日本医療大学 私立 北海道 学生・教職員
近隣住民等

近隣地域等への接種拡大について検討中。

7月1日 学校法人郡山開成学園
郡山女子大学

私立 福島県 学生・教職員
近隣企業等

近隣公共交通機関（福島交通）の職員（50人）、地元報道機関・団体・企業（120人）
について受入れ

7月1日 学校法人東海大学 私立 神奈川県
学生・教職員

近隣企業
近隣学校等

近隣企業、近隣教育機関の教職員への接種について検討中。

7月1日 学校法人平安女学院
平安女学院大学

私立 京都府 学生・教職員
近隣企業

大学関連業者の外、近隣企業への接種を予定。

7月1日
学校法人同志社

同志社大学
私立 京都府

学生・教職員
近隣学校等
近隣住民

近隣教育機関や住民への接種拡大を検討中。

7月1日 学校法人大阪電気通信大学 私立 大阪府 学生・教職員
近隣住民等

地域住民への接種について、検討中。

7月1日 広島文教大学 私立 広島県 学生・教職員
近隣学校等

近隣保育園、障害者施設の職員への接種を検討。

7月1日 山陽小野田市立山口東京理科大学 公立 山口県 学生・教職員
近隣企業等

・商工会議所による個人事業者や中小企業のための職域接種会場として大学を活用。
・医療従事者による人的支援も実施。

7月2日 学校法人朝日大学 私立 岐阜県
学生・教職員
近隣学校等
留学予定者

・近隣の保育園、幼稚園、小中学校の教職員等への接種を予定。
・留学予定者を受け入れ

7月2日 国立大学法人三重大学 国立 三重県
学生・教職員

近隣住民
留学予定者

・地域住民への接種について、検討中。
・留学予定者を受け入れ。

7月2日 学校法人池坊学園
池坊短期大学

私立 京都府
学生・教職員
近隣学校等
近隣住民等

近隣住民、保育園関係者への接種拡大を検討中。

7月2日 学校法人塚本学院
大阪芸術大学

私立 大阪府
学生・教職員
近隣学校等
留学予定者

・系列の短期大学等の学生・教職員及び家族について接種を予定。
・留学予定者を受入れ。

・近隣の幼稚園等の教育関係者について検討中。

7月2日 九州歯科大学 公立 福岡県 学生・教職員 実習のため来校する専門学校生徒への接種を予定。

7月2日 福岡県立大学 公立 福岡県
学生・教職員
近隣学校等
近隣企業等

・近隣の小中学校の教員等への接種を予定。
・田川市商工会議所会員への接種を予定。

7月3日 日本医療科学大学 私立 埼玉県
学生・教職員
近隣大学等
近隣企業

近隣大学、近隣地域等への接種拡大を検討中。



開始予定日 大学名 設置区分 都道府県 対象者 近隣地域への接種対象拡大（予定）

7月3日 国際武道大学 私立 千葉県
学生・教職員等
近隣企業等
留学予定者

留学生、近隣企業等への接種について検討中。

7月3日 国士舘大学 私立 東京都
学生・教職員
近隣学校等

近隣の教育機関への接種拡大について検討中。

7月3日
学校法人新潟科学技術学園

新潟薬科大学
私立 新潟県

学生・教職員
近隣住民等

近隣地域等への接種拡大について検討中。
（自治体等の意向を踏まえて対応）

7月3日
学校法人北都健勝学園

新潟リハビリテーション大学
私立 新潟県

学生・教職員
近隣学校

近隣企業等

同法人専門学校の教職員・学生と法人関連施設職員（70名）及び村上市内居宅サービ
ス事業所職員（330名）、市内小中校教職員（350名）を受け入れ。

7月3日 学校法人ノートルダム女学院
京都ノートルダム女子大学

私立 京都府 学生・教職員
近隣大学等

近隣教育機関への接種拡大を検討中。

7月3日 国立大学法人京都大学 国立 京都府 学生・教職員
近隣大学等

市内の大学の学生・教職員への接種を予定。

7月3日 学校法人大阪歯科大学
大阪歯科大学

私立 大阪府 学生・教職員等
他大学等

近隣の教育機関への接種拡大について検討中。

7月3日 学校法人四條畷学園
四條畷学園大学

私立 大阪府 学生・教職員等 一般接種への協力の他、検討中。

7月3日 鳥取看護大学・鳥取短期大学 私立 鳥取県
学生・教職員
近隣学校等
留学予定者

・鳥取県内の私立高校の教職員、鳥取県中部地区の私立のこども園・幼稚園の教職員
等。

・留学予定者を受け入れ。

7月3日 公立鳥取環境大学 公立 鳥取県 学生・教職員
近隣企業等

近隣企業への接種を予定。

7月4日 学校法人桃山学院
桃山学院教育大学

私立 大阪府 学生・教職員
近隣住民等

近隣住民への接種拡大を検討中。

（合計：42大学）※現時点において文部科学省が把握しているもの。


