
令和 4 年 3 月 2 日時点 
 

鳥取県西部 広域接種会場一覧 
 

 5 から 11 歳の方の新型コロナワクチン接種は、米子市、日吉津村、大山町、南部町、

伯耆町、日南町、日野町、江府町の 1 市 6 町 1 村で連携して実施します。1 市 6 町 1 村

にお住いの方は、以下の一覧の接種会場（病院や診療所など）を予約、接種することが

できます。 

※ 米子市、日吉津村、大山町、伯耆町、南部町、日野町、日南町、江府町以外にお住まいの方で、お住

いの市町村で接種を希望される場合は、お住まいの市町村にご確認ください。 
 

米子市の接種会場                予約開始日：令和４年３月１８日 

接種会場名 所在地 電話番号 対象者 接種予定日 予約方法 

赤ちゃんこどもク

リニックしんざわ 

新開 5 丁目 1-9 メデ

ィビル 431 内 
0859-39-2539 

かかりつけの

方のみ 
水、土曜日 インターネット 

阿部クリニック 福市 2276-1 0859-39-7000 
かかりつけの

方のみ 
土曜日 電話、窓口 

うえます内科小児

科クリニック 
安倍 38-2 0859-48-1000 すべての方 土曜日 電話、窓口 

おおの小児科内科

医院 
西福原 3 丁目 10-34 0859-35-5611 すべての方 土曜日 電話、窓口、WEB 

健クリニック 中町 123-3 0859-32-1123 すべての方 土曜日 電話、窓口 

小酒外科医院 福市 1730-10 0859-26-2266 すべての方 土曜日 電話、窓口 

子育て長田こども

クリニック 
上後藤 7 丁目 1-58 0859-29-1515 すべての方 土曜日 インターネット 

こどもクリニック

かさぎ 
中町 76-2 0859-22-2700 すべての方 金、土曜日 電話、窓口 

たじま医院 錦海町 1 丁目 10-6 0859-23-5800 すべての方 土曜日 電話 

谷本こどもクリニ

ック 
榎原 1888-3 0859-26-3030 

かかりつけの

方のみ 
火、土曜日 電話、窓口 

博愛こども発達・在

宅支援クリニック 
両三柳 1880 0859-29-8010 

かかりつけの

方のみ 
水曜日 電話、窓口 

ファミリークリニ

ックせぐち小児科 
西福原 9 丁目 16-26 0859-38-0780 すべての方 水、土曜日 電話 

ふなきこどもクリ

ニック 
西福原 11-2 0859-33-1128 すべての方 

月、火、木、

金、土曜日 
電話、窓口 

松浦診療所 東町 163 0859-22-2446 
かかりつけの

方のみ 
木曜日 電話、窓口 

松田内科クリニック 尾高 862-18 0859-27-9280 すべての方 土曜日 電話 

マリ医院 淀江町今津 150 0859-56-5111 すべての方 土曜日 電話、窓口 

※ 接種予定日は変更になる場合があります。各接種会場にお確かめください。 

※ 最新の情報は米子市ホームページをご確認ください。 
 

大山町の接種会場                予約開始日：令和４年３月１４日 

接種会場名 所在地 電話番号 対象者 接種予定日 予約方法 

小谷医院 大山町御来屋 243-1 0859-54-3311 すべての方 日曜日 
大山町予約専用電話

に電話 

（☎0859-54-6400） 

大山診療所 大山町今在家 475 0859-53-8002 すべての方 日曜日 

保健福祉センター

なわ（集団接種） 
大山町御来屋 467 0859-54-5206 すべての方 

1 回目：4/16（土） 

2 回目：5/7（土） 

※ 最新の情報は、大山町ホームページをご確認ください。  

別 紙 



南部町の接種会場                予約開始日：令和４年３月１８日 

接種会場名 所在地 電話番号 対象者 接種予定日 予約方法 

西伯病院 

集団接種会場 
南部町倭 397 0859-66-5524 すべての方 

4/17（日）、

4/23（土） 

南部町コロナワクチ

ンコールセンターに

電話 

（☎0570-032-489） 

※ 感染状況により接種日から遡って 2 週間以内に県外への往来がある方は、来場をお断りする場合があります。 

※ 最新の情報は、南部町ホームページをご確認ください。 
 

伯耆町の接種会場                予約開始日：令和４年３月１４日 

接種会場名 所在地 電話番号 対象者 接種予定日 予約方法 

伯耆中央病院 伯耆町長山 152-1 0859-62-1212 
かかりつけの

方のみ 
土曜日 

インターネット 

 

伯耆町集団接種会場 

（役場本庁舎横） 
伯耆町大殿 48-13 0859-30-4489 すべての方 土曜日 

※ 最新の情報は、伯耆町ホームページをご確認ください。 
 

日南町の接種会場                予約開始日：令和４年２月２２日 

接種会場名 所在地 電話番号 対象者 接種予定日 予約方法 

日南病院 日南町生山 511-7 0859-82-1235 すべての方 ※ 月、木曜日 

日南町福祉保健課に

電話 

（☎0859-82-0374） 

※ 接種予定日は、予約が 10 人以上となった時点で、福祉保健課から日程調整のご案内をいたします。ご希望の方は

お早めに予約をお願いします。 
 

日野町の接種会場                予約開始日：令和４年２月２８日 

接種会場名 所在地 電話番号 対象者 接種予定日 予約方法 

日野病院 日野町野田 332 0859-72-0351 すべての方 火曜日 

日野町健康福祉課に

電話 

（☎0859-72-0334） 

※ 接種予定日は変更になる場合があります。各接種会場にお確かめください。 
 

江府町の接種会場                予約開始日：令和４年２月２５日 

接種会場名 所在地 電話番号 対象者 接種予定日 予約方法 

江尾診療所 江府町江尾 2088-3 0859-75-2055 すべての方 

1 回目：3/19（土） 

2 回目：4/9（土） 

1 回目：3/26（土） 

2 回目：4/16（土） 

江府町福祉保健課に

電話 

（☎0859-75-6111） 

※ 4 月以降の接種予定日は未定です。江府町ホームページでお確かめください。 

 

キャンセル待ち登録制度 
 

新型コロナワクチンは、一定時間内に使用する制限があり、接種当日にキャンセルが発生したときにワクチンの廃棄

を回避するため、キャンセル待ち登録制度を実施しています。接種会場のある市町村に申請してください。 

＜キャンセル待ち登録申請方法＞ 

 ◆米子市の接種会場 

電子申請、窓口申請、電話申請（☎0859-21-4080） 

くわしくは、米子市ホームページをご確認ください。 
 

◆大山町の接種会場 

大山町予約専用電話に電話申請 ☎0859-54-6400 
 

◆南部町の接種会場 

  南部町コロナワクチンコールセンターに電話申請 

  ☎0570-032-489 

 

 

◆伯耆町の接種会場 

 伯耆町ホームページで登録 

 （問い合わせ先 ☎0859-68-5536） 
 

◆日南町の接種会場 

 日南町保健福祉課に電話申請 ☎0859-82-0374 
 

◆日野町の接種会場 

 日南町健康福祉課に電話申請 ☎0859-72-0334 


