新型コロナウイルス関連情報
新型コロナウイルス感染症対策係 ☎028（678）8773

新型コロナワクチン接種に関する情報（７月26日現在）
４回目接種について
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。

60歳以上の人
※接種券は３回目の接種時期に応じて、
順次発送しています。
基礎疾患を有する人

日

程

使用ワクチン

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

い、令和5年4月から利用を再開す
る予定です。
※指定避難所は
「旧水沼小学校」
問町民会館 ☎028（677）0009
【町体育館】
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。
問武道館
☎028（677）5155

人材募集
芳賀町職員
採用人数／一般事務職①3人程
度、一般事務職②1人程度、保健師
1人程度

受験資格／昭和62年4月2日以降
に生まれた人※一般事務職②は、
次の要件も満たす人（ア）身体障害
者手帳の交付を受けている
（イ）活

テーション、個人面接
締切／8月10日（水）

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／9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／8月10日（水）
問祖母井保育園

31人

◎転出

43人

◎出生

12人

◎死亡

10人

真岡市社会福祉協議会職員
（真岡市こども発達支援センターひまわり園）
採用人数／①言語聴覚士1人②作
業療法士1人③臨床心理士又は公
認心理師1人
勤務場所／真岡市こども発達支援
センターひまわり園

受験資格／昭和58年4月2日以降
に生まれた人で、①～③の各資格
を有している、または令和5年3月
31日までに当該資格を取得見込
みである人
試験日／作文試験9月17日（土）、
面接試験10月15日（土）
締切／8月31日（水）
まで
問真岡市社会福祉協議会
☎028（82）8844

☎028（677）0220

字印刷文による試験に対応できる
※保健師は、保健師の免許を取得
しているまたは令和5年3月31日
までに取得見込みである人
受験手続／総務課で配布する受験
申込書（町ホームページからダウ

の卒業（見込み）証明書を持参また
は郵送（〒321-3392芳賀町大字
祖母井1020芳賀町役場総務企画
部総務課庶務人事係）※郵送によ
り請求する場合は、120円切手を

町内で、不審な男が車から中学生に声をかける事
案が発生しました。声を掛けたのは、
40〜50歳くら
いの男で、
シルバーの軽自動車に乗っていました。
子どもへの注意喚起、見守りを強化しましょう。
不審者や不審な車を見かけたときは、
110番通報

文芸・お便り

ンロード可）
に必要事項を記入し、
写真（4cm×3cm）2枚、最終学校

ご注意ください！ 声かけ事案発生

タウンリポート

広報はが 令和4年8月号

耐震基準を十分に満たしていな
いため、休館しています。
令和5年1月まで改修工事を行

1次試験／9月18日（日）教養試
験、適性検査
2次試験／10月中旬にプレゼン

5,824戸
（− 3戸）

◎転入

知恵の環館だより

mRNAワクチン（ファイザー社製／モデルナ社製）に対するアレルギーや副反応等で接種を控えていた
人は、この機会にワクチン接種をご検討ください。
〈対象〉
芳賀郡在住の18歳以上の人（１〜３回目接種のみ）
〈接種会場〉真岡市スポーツ交流館（真岡市田町1321−1）
〈予約〉
真岡市ワクチン接種予約相談センター☎0285（83）8080 ※9:00〜17:00（土日祝日を含む）
〈注意〉
4回目接種はできません。予約をする際は、接種券をお手元にご用意の上ご連絡ください。

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】

世帯数

談

真岡市での武田社ワクチン（ノババックス）の接種について

施設休館・利用停止

貼った宛先明記の返信用封筒を同
封してください。

7,666人
（− 9人）

て 相

※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☎028
（678）
8773へご連絡ください。
※９月は集団接種の規模を縮小しますので、接種を希望する人は早目の予約をおすすめします。
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問税務課納税係
☎028
（677）
6035

7,905人
（− 1人）

女

育

▲予約受付サイト

納期限：8月31日（水）

15,571人
（−10人）

男

康 子

24時間予約可能

◎後期高齢者医療保険料 2期

人口

健

※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回目接種の人は、
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。

電話予約

2期

イベント講座

8 月 3 日（水）
8 月 4 日（木）
8 月 7 日（日）
8 月 9 日（火）
8 月 10 日
（水）
8 月 21 日
（日） ファイザー社製
8 月 23 日
（火）
8 月 24 日
（水）
8 月 25 日
（木）
8 月 28 日
（日）
8 月 30 日
（火）

【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

2期

◎介護保険料

人材募集 お知らせ

町集団接種について

◎国民健康保険税

令和4年6月末日現在
（住民基本台帳登録者数）

税

「医療従事者等」が、４回目接種の対象に追加されました。
４回目接種を希望する場合は、町新型コロナワクチンコールセンター☎028
（678）
8773に接種券の申請
をしてください。

2期

⑦

（３） 医療従事者・高齢者施設等の従事者

◎町県民税

集

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。

※（2）
・
（3）
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。
〈申請方法〉
①町新型コロナワクチンコール
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

人のうごき

特

18〜59歳で
（２） 基礎疾患等を
有する人

インフォメーション

〈芳賀町の新型コロナワクチン接種率〉
３回目接種率：80.3%（接種者：11,285人）
※７月26日現在、対象：12歳以上の町民

■ 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）〜（3）のいずれかに該当する人
（１）

はが タウン

8月の納税

するか最寄りの駐在所に連絡しましょう。

※掲載内容は令和4年7月26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。

広報はが 令和4年8月号
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