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新型コロナワクチン新型コロナワクチン
接種の接種の予約について予約について

鹿屋市

８月から夜間集団接種を行います！８月から夜間集団接種を行います！

ワクチン接種の予約についてワクチン接種の予約について

　日中や土日にワクチン接種を行うことができない就労者の皆さんに向け、産（鹿屋商工会議所）・

医（鹿屋市医師会）・官（鹿屋市）が連携し、平日の夜間に集団接種を行います。

　実施日時や予約方法などの詳細が決まりましたら、市ホームページ等でお知らせします。

令和３年７月13日発行

　新型コロナウイルスのワクチン接種は、医療機関で接種する個別接種と本市が設置する会場で

接種する集団接種により行います。接種を受けるためには、事前の予約が必要です。

●ワクチン接種の予約方法について

１１ 手元に接種券が届く

22 接種を受ける医療機関または集団接種会場を選ぶ

33 場所が決まったら、電話等で予約する
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集団接種会場Ａ

医療機関Ｂ

集団接種を希望する人Ａ

１回目接種日 ２回目接種日 予約人数 対 象 者 等 予約受付開始
8月  7日㊏ 8月28日㊏ 252 人

７月27日（火）
8月  8日㊐ 8月29日㊐ 528 人
8月21日㊏ 9月11日㊏ 252 人

８月10日（火）

8月22日㊐ 9月12日㊐ 528 人
9月18日㊏ 10月  9日㊏ 252 人
9月19日㊐ 10月10日㊐ 528 人
9月25日㊏ 10月16日㊏ 252 人
9月26日㊐ 10月17日㊐ 528 人

10月  2日㊏ 10月23日㊏ 252 人

64歳から60歳までの人及び基礎疾患のある人
※59歳以下で基礎疾患のある人は、７/21（水）までに申請した人が対象

対象者全員
※鹿屋市に住所を有し、令和４年４月１日現在で12歳
　以上になる人。
　ただし、今年度12歳に到達する人は、接種券が届
　いてからの接種となります。

●集団接種の日程等について　　　※会場はすべて鹿屋市武道館

●予約方法について
① 電話で予約

市新型コロナワクチン予約コールセンター
　℡0570-012-130（9時～ 17時 土日祝日除く）

市ホームページの予約専用サイト
から予約

② インターネットで予約

▲予約サイトＱＲコード
●予約時に必要な情報

〇接種券に記載の10桁の券番号　〇氏名　〇生年月日　〇希望日時　〇メールアドレス（ネット予約のみ）



問 市新型コロナワクチン接種推進室　℡0994-45-4712

医療機関を希望する人Ｂ

●受託医療機関（個別接種会場）一覧
・「◎」印は、かかりつけの人のみ接種できます。

・記載の医療機関以外に入院中又は基礎疾患で定期受診されている人は、

　主治医にご相談ください。

　下表の受託医療機関へ直接相談のうえ、予約してください。現在通院している人は、病状やお薬を把

握している医療機関での接種をおすすめしています。

●予約時の注意点について
・予約受付開始日や時間、接種の開始日は医療機関により異なりますので、まずはお問い合わせくだ さい。 

　また、夜間・休日のお問い合わせはご遠慮ください。

・受託医療機関での接種は、鹿屋市・肝付町・東串良町内の医療機関で接種できます。

１ いしかわ耳鼻咽喉科 ℡43-3387 29 鹿屋在宅支援診療所 ◎ ℡45-5844

２ いわもと耳鼻咽喉科医院 ℡ 070-3967-8875 30 小林クリニック ◎ ℡41-0700

３ おばま医院 ◎ ℡42-5235 31 前田内科 ℡43-1777

４ おひさまこどもクリニック ネット予約 32 大手町クリニック ℡44-7060

５ かのや東病院 ℡42-3111 33 池田病院 ◎ ℡45-5356/45-5396

６ グリーンバードクリニック ℡ 099-485-1911 34 中原クリニック ◎ ℡48-2011

７ こだま小児科 ℡41-5111 35 長﨑内科 ℡43-2195

８ せぐち整形外科 ℡40-9200 36 入佐内科（予約は午前のみ) ℡58-7006

９ そえじまクリニック ℡41-6800 37 浜崎クリニック ◎ ℡43-3305

10 はるしま整形外科クリニック ◎ ℡41-2211 38 黎明脳神経外科医院 窓口受付

11 ひろた耳鼻咽喉科 ℡42-6278 39 平瀬外科・耳鼻咽喉科 ℡43-3431

12 まつだこどもクリニック ℡52-0507 40 フクダ医院 窓口受付

13 みやぞのクリニック ◎ 窓口受付 41 鮫島整形外科医院 ℡43-2535

14 やのファミリークリニック ℡070-8438-6248 42 えとう小児科 ℡40-3700

15 鹿屋ハートセンター ℡41-8100 43 末次内科循環器科 ◎ 窓口受付

16 西原保養院 ◎ ℡43-1783 44 的場クリニック ℡45-7282

17 中塩医院 ◎ ℡43-2489 45 福留クリニック ℡63-1200

18 よしどめ整形外科 ◎ ℡31-1700 46 徳田脳神経外科医院 ◎ ℡44-1119

19 吾平クリニック ℡58-5555 47 高山胃腸科・外科 ℡65-7171

20 井ノ上病院 ◎ ℡42-5275 48 山内クリニック ℡65-8182

21 園田クリニック ℡080-1708-9446 49 春陽会中央病院 ℡65-1170

22 音和クリニック ℡36-8863 50 吉重クリニック ℡67-2266

23 花田整形外科・リウマチ科医院 ◎ ℡63-1379 51 肝付町立病院 ◎ 窓口受付

24 桑波田産婦人科 ℡080-8576-5003 52 岩重医院 ℡63-8514

25 検見崎病院 ◎ ℡43-2991 53 兒玉医院 ℡63-8522

26 恒心会おぐら病院 ℡080-8595-8911 54 新中須医院 ◎ ℡63-2010

27 桜ヶ丘病院 ℡44-8686 55 山路医院 ◎ ℡63-2134

28 児玉上前共立クリニック ◎ ℡43-2510
※令和３年６月末日現在の登録施設


