
　新型コロナウイルス感染症にかかった場合の「重症化
予防」を目的に、新型コロナワクチンの４回目接種を実
施しています。

■対象　新型コロナワクチンの３回目接種後５カ月を経過した人で、次の（１）または（２）に該当する人

・３回目の接種時期に応じて、順次発送予定です。
・対象の時期になっても接種券が届かない場合は、町新型コロナワクチンコールセンターへご連絡ください。

※集団接種での日程の調整が難しい場合は、町内の指定医療機関（芳賀メディカルクリニック）での個別接種
が可能です（３・４回目のみ）。予約は、町新型コロナワクチンコールセンターへご連絡ください。

60歳以上の人

基礎疾患を有する人
　対象となる基礎疾患等の詳細は、
　広報６月号または町ホームページを
　ご確認ください。

重症化リスクが高いと医師が認めた人
（事前に医師への確認が必要です。）

18～59歳で
基礎疾患等を
有する人

（１）

（２）

町ホームページ▶

▲予約受付サイト

新型コロナウイルス関連情報

新型コロナワクチン４回目接種について

　医療機関での個別接種を希望する
場合や都合がつかない場合、接種を
希望しない場合は、指定日時の変更
や取消をすることができます。
　詳しい内容は、接種券に同封の文
書をご確認ください。

※（2）に該当する人で、４回目
の接種を希望する場合は、町
への申請が必要です。
　申請受付後、接種可能時期に合
わせて接種券等を発送します。
〈申請方法〉
　①町コールセンターへ電話
　②申請書を新型コロナウイルス

感染症対策係へ郵送

■60歳以上の人の接種券等の発送スケジュール
３回目接種完了日 接種券等発送時期 町集団接種予約開始時期

令和４年２月 ６月発送済
令和４年３月 ７月

令和４年４月 ８月 接種券が届き次第

予約不要
（町が指定します）

■町集団接種

７月 ５ 日（火）
７月 ７ 日（木）
７月 10日（日）
７月 12日（火）
７月 13日（水）
７月 20日（水）
７月 21日（木）
７月 24日（日）
７月 26日（火）
７月 27日（水）
７月 28日（木）
７月 31日（日）

日　程

モデルナ社製

ファイザー社製

使用ワクチン 【場所】
町農業者トレーニングセンター
【時間】
火･水･木曜 13:30 ～ 16:00
　　　日曜 9:00 ～ 11:30

※完全予約制
※１～３回目の接種を希望す
る人も予約受付中です。
　なお、１・２回目接種を希望
する人は町新型コロナワク
チンコールセンターへお電
話でお申し込みください。

〈芳賀町の新型コロナワクチン接種率〉
３回目接種率：79.2%（接種者：11,039人）
※６月24日現在、対象：12歳以上の町民

問新型コロナウイルス感染症対策係 ☎028（678）8773

※

電話予約
町新型コロナワクチンコールセンター

☎028（678）8773
平日　８:30～17:00

インターネット予約
24時間予約可能

12 広報はが 令和4年7月号 ※掲載内容は令和4年6月24日現在の情報です。詳細は、町ホームページや芳賀チャンネルをご覧いただくか各担当までお問い合わせください。

人材募集
町職員（一般事務、保健師）
　詳細は、広報はが7月号差し込み
チラシまたは町ホームぺージをご
覧ください。
問総務課庶務人事係

☎028（677）1111

会計年度任用職員（看護師）
採用人数／1人
資格要件／看護師免許
勤務場所／祖母井保育園
任用期間／8月1日～令和5年3月31日
勤務／月～金曜日、8:30～17:00

（7時間30分勤務）
報酬／月額189,193円～
申込／申込書に必要事項を記入し
写真貼付の上、祖母井保育園へ提出
締切／7月15日（金）
問祖母井保育園

☎028（677）0220

自衛官
応募資格／18歳以上33歳未満
＜自衛官候補生（男女）＞
受付締切／年間を通じ募集
一次試験日／受付時に通知
＜一般曹候補生（男女）＞
受付締切／9月5日（月）
一次試験日／9月15日（木）～18日

（日）※いずれか1日指定
問自衛隊真岡募集案内所

☎0285（83）7818

芳賀地区広域行政事務組合
消防職員
職種及び採用人数／消防職3人程度
日時／9月18日（日）9：15～※受
付8：30～
場所／真岡市立真岡中学校※体力
試験は芳賀地区広域行政事務組合
消防本部
方法／【1次試験】教養試験、適性
検査、体力試験【2次試験】1次合格
者を対象に作文・面接試験
締切／8月12日（金）
備考／詳細は、芳賀地区広域行政
事務組合消防本部ホームページを
ご確認ください。
問芳賀地区広域行政事務組合消防本部総務課

☎0285（82）3213

お知らせ
今年度は後期高齢者医療被保
険者証が2回更新されます
　10月1日から施行される窓口負
担割合の見直しに伴い、今年度は被
保険者全員を対象に、新しい保険証
が7月と9月の2回更新されます。

タウンはが
インフォメーション

施設休館
　ご理解とご協力をお願いします。
【生涯学習センター水橋分館】
　耐震基準を十分に満たしていな
いため、当面の間休館します。
※指定避難所は「旧水沼小学校」
問町民会館� ☎028（677）0009

送付
時期

保険証
の色 有効期限

7月 黄色 8月1日～9月30日
（2カ月間）

9月 藤色 10月1日～来年7
月31日

※現在お使いの保険証は、有効期限
は7月31日までですので、8月1日
以降、ご自身で破棄するか、住民課
国保年金係まで返却してください。
問住民課国保年金係

☎028（677）6038
　

町地域防災計画および芳賀町水防計画
（改正案）のパブリックコメント募集
応募期間／7月11日（月）～8月9日（火）
閲覧場所／役場総務課、町民会館、
生涯学習センター、情報館、武道
館、町工業団地管理センター※町
HPにも掲載します。
応募方法／意見用紙に住所、氏名
などを明記して総務課に提出
問総務課地域安全対策係

☎028（677）6029

町B&G海洋センター
リニューアルオープン
　天井改修工事が完了しましたの
で営業を再開します。町内在住・在
勤者は、7月1日（金）、 2日（土）の
利用料が無料です。

問武道館� ☎028（677）5155
　町B&G海洋センター
� ☎028（677）0030

　町体育館は、区画整理事業によ
り取り壊し予定のため、今後の利
用を停止します。

13広報はが 令和4年7月号

人のうごき
令和4年5月末日現在

（住民基本台帳登録者数）

人口 15,581人（−10人）
男 7,906人（− 7人）
女 7,675人（− 3人）
世帯数 5,827戸（＋ 5戸）
◎転入 43人 ◎転出 44人
◎出生 5人 ◎死亡 14人

7月の納税
◎固定資産税� 2期
◎国民健康保険税� 1期
◎介護保険料� 1期
◎後期高齢者医療保険料�1期
納期限：8月1日（月）
問税務課納税係

☎028（677）6035
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