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新型コロナウイルスワクチンは、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、まん延を防止することが期待
されています。安全性や有効性を審査し承認を得たワクチンは、全国で接種を実施していくことになります。
【接種順位】�16 歳以上の方が対象ですが、徐々に供給が行われるため一定の優先順位を設けて接種します。
　　　　　 ❶医療従事者など
　　　　　 ❷高齢者（令和 4年 3月 31日時点で 65歳以上の方）
　　　　　 ❸高齢者以外で基礎疾患のある方や、高齢者施設などの従事者
　　　　　 ❹それ以外の方
【接 種 券】接種開始時期に合わせて個人単位で送付します。接種当日に持参してください。
【接種場所】接種を受けられる場所を検討しています。
【接種費用】国の全額負担となるため無料です。
【接種同意】自らの意思で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく接種が行われることはありません。
【救済制度】�接種によって引き起こされた副反応により、医療機関で治療が必要になったり、生活に支障が出たり、

障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償が受けられます。
▶ワクチン詐欺にご注意ください◀
「ワクチン接種に予約金が必要」「追加料金を払えば効果の高いワクチンが接種できる」「ワクチンの数が想定よ
りも少ない。接種希望者から料金を取ることになった」などの電話は全て詐欺です。
市役所や保健所の職員が、ワクチンの接種に関して金銭を要求することは絶対にありません。
困ったときは一人で悩まず、消費者ホットライン「☎ 188」にご相談ください。

新型コロナウイルスワクチン情報
問�健康づくり増進課�☎ 029-898-2312

市では、2月 19日時点における国のスケジュールに沿って、ワクチン接種の準備を進めています

3月下旬

4月以降

▼高齢者への接種券郵送
▼予約コールセンターの設置
▼高齢者への接種予診票の送付（接種の説明やウェブ予約の案内などを同封）
▼高齢者への 1回目ワクチン接種予約開始◇

▼高齢者への１回目ワクチン接種開始■
▼高齢者への２回目ワクチン接種予約開始◇
▼高齢者への２回目ワクチン接種開始■
▼高齢者以外の方で基礎疾患のある方、高齢者施設などの従事者への接種券郵送
▽高齢者以外の方で基礎疾患のある方、高齢者施設などの従事者の接種予約開始◇
▽高齢者以外の方で基礎疾患のある方、高齢者施設などの従事者のワクチン接種開始■
【6月以降】
▽それ以外の方への接種券郵送

5 月以降

◎電話予約コールセンター　☎ 0 ２９ｰ８５３ｰ０７７１
　3月 22日🈷から開始／🈷～金：午前 9時～午後 5時（㊗を除く）
◎全国ウェブ予約システム（右の二次元コードから予約できます）
　3月 22日🈷から公開
　パソコンやスマートフォンからウェブで予約できます。

※予約の受け付けは、ワクチン供給時期が未定のため、変動する可能性があります。
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マイナンバーカード未取得者へ申請書再送付
国では、カードを取得していない方を対象に、新
たに交付申請書を 3月末までに順次送付します。
市民課では、希望者に対し、写真撮影およびオン
ライン申請のお手伝いをしています。また、下記の
日曜日も実施しますので、ぜひご利用ください。
申請場所
市民課窓口 (千代田庁舎、霞ヶ浦庁舎、中央出張所 )
受付時間
♦平日🈷～金午前 8時半～午後 5時 15分
◎�日曜日　※千代田庁舎のみ
　3 月 14日、28日：午前 9時～正午�　
　※日曜日は事前予約制（☎ 0299-56-2305）
必要なもの
本人確認書類 (運転免許証や健康保険証など )、 個
人番号カード交付申請書（お持ちの方）
※申請から交付までに 1カ月以上かかります。
マイナポイントの付与について
国では、キャッシュレスで買い物などをすると、
最大５千円分のポイントがもらえるマイナポイント
を実施しています。３月末までにマイナン
バーカードを申請した方までが対象です。
問�市民課（千代田庁舎）

学生のためのお得な定期券「スクールパス」
　霞ヶ浦広域バスでは、通常の通学定期券よりもさ
らにお得な特別割引定期券を販売しています。
利用できる方
学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、
大学、高等専門学校および関鉄グリーンバス㈱の指
定する各学校に通学する児童、生徒、学生
料金
1 カ月 1万円または 3カ月 3万円
発売窓口
❶�関鉄観光バス㈱　土浦駅前サービスカウンター
❷�関鉄グリーンバス㈱　石岡営業所・鉾田営業所
❸かすみがうら市役所霞ヶ浦庁舎
❹�御菓子司吉田屋（ベイシア玉造店前）
※詳細は市ホームページをご覧ください。
高齢者の運転免許証自主返納を支援
　自主的に運転免許証を返納された満 65歳以上の
方を対象に支援します。
�支援内容（１人１回限りの申請）
路線バス回数乗車券または交通系ＩＣカード Suica
２万円分
対象者
◉自主返納時に満 65歳以上の方
�◉�自主返納後、６カ月を経過していない方
�申請方法
申請書に必要事項を記入の上、警察署などが交付す
る「運転経歴証明書の写し」または「取消通
知書の写し」を添えて、申請してください。
問�政策経営課（千代田庁舎）

ごみの搬入先が変わります

ごみの搬入先が「霞台クリーンセンターみらい」へ
ごみ処理施設が、新治地方広域事務組合「環境ク
リーンセンター」から、霞台厚生施設組合「霞台ク
リーンセンターみらい」へ移行するため、3月 15
日🈷から、ごみの自己搬入先が変わります。なお、
ごみの収集曜日などは、4月1日木から変わります。
場　　所：小美玉市高崎 1824-2
受 付 日：🈷から土（年末年始を除く）
受付時間：午前 8時半～午後 4時半
※�詳細は霞台厚生施設組合ホームページ
をご覧ください。
問�霞台厚生施設組合業務課 ☎ 0299-26-0246
施設の閉鎖・閉館について
▶環境クリーンセンターの閉鎖
�3月 13日土午前11時 45分までのごみの自己
搬入の受け付けで閉鎖となります。
▶老人福祉センターふれあいの里の閉館
3月12日金の業務で閉館となります。
問�新治地方広域事務組合�環境クリーンセンター��
☎ 0299-59-4649

霞台厚生施
設組合 HP�

茨城県内での自動車盗難件数が、平成 28年以降
5年連続で全国ワースト 1位となっています。昨
年 1年間で 821 件の自動車盗難被害が発生し、1
日にすると平均 2.2 台の盗難被害が発生している
ことになります。
県南地域での被害状況
県南地域は 422 件の被害が発生しており、県内

被害の半数以上は、県南地域で発生していることに
なります。
被害車両
車種別では、乗用自動車が約 6割、次いで貨物

自動車、特殊車両の順で被害が発生しています。
※近年は特殊車両の被害も目立っています。
　【被害が多い車両】
　�乗用自動車：プリウス、ランドクルーザー、ヴェ
ゼル、アルファード、ハリアー、クラウンなど
�貨物自動車：ハイエース、エルフ、フォワード、
キャンター、ハイゼット、レンジャーなど

　特 殊 車 両：油圧ショベル、トラクターなど
被害場所
被害の多くが自宅敷地内やアパート駐車場、事

業所敷地内で、被害にあった車両の約 9割がドア
ロック（車内からキーを抜き施錠）した状態で被害
に遭っています。つまり、施錠だけでの防犯対策だ
けでは不十分となります。
◎万全な対策を◎
　ドアロックだけでは愛車を守れません。
　◉車両の保管場所の対策
　　�センサーライトや防犯カメラ、強固な門扉の設
置や門扉の施錠徹底（南京錠が破壊される事例
も発生していますので、頑丈な鍵を複数使用す
る対策も検討しましょう）

　◉車両の対策
　　�盗難防止装置（警報器、バー式ハンドルロック、
タイヤロック）やGPS装置の設置

　　�スマートキー節電モードやスマートキーから発
する電波を遮断するキーケースなどの使用

　※�スマートエントリーシステム搭載自動車は常に
微弱電波を発しています。その電波がスマート
キーの電子ＩＤを認識し、解錠、施錠、エンジ
ン始動ができますが、このシステムを利用し、
特殊な装置を使用して、スマートキーと同様の
電波を発信し、リレー形式で自動車を盗む手口
（リレーアタック）が多発しています。

▶�犯人はあなたの愛車を狙って、下見をしている
かもしれません。おかしいと思ったら
「110番」をしてください。
問�生活環境課 (霞ヶ浦庁舎 )

市の広報誌や市ホームページを利用して、会社や
お店の宣伝などをしてみませんか。令和 3年度の
有料広告の受け付けをしています。
▶広報誌の有料広告
　◉広告料・規格
　�１回半枠１万円(タテ45ミリ×ヨコ86ミリ)、
全枠２万円 (タテ 45ミリ×ヨコ 177ミリ )
　※原稿の色は白黒となります。

▶ホームページバナー広告
　◉広告料　１カ月（１枠）６千円
※�広告審査を行いますので、掲載希望月の１カ月前
までにお申し込みください。

※詳細は市ホームページをご覧ください。
問�情報広報課（霞ヶ浦庁舎）

Information ～お知らせ～ Information ～お知らせ～

くらしのお知らせ

マイナンバーカードのお知らせ

茨城県内で自動車盗難の被害が多発 地域公共交通会議からのお知らせ

募集のお知らせ

相談のお知らせ

広報誌や市ホームページの有料広告のご案内

ひとり悩まず、ご相談ください

３月は茨城県自殺防止月間です。つらいことや苦
しいことは、一人で悩まず相談しましょう。
◎死にたい気持ちや心の悩み
　茨城いのちの電話（つくば）毎日 24時間
　☎ 029-855-1000
◎仕事や職場での悩み
　茨城県カウンセリングセンター�
　🈷～金午前 10時～午後 6時 ☎ 029-855-1000
◎いじめや体罰などの学校関係の悩み
　いじめ・体罰解消サポートセンター
　平日午前 9時～午後 4時半  ☎ 029-823-6770
◎精神保健相談　※予約制
　土浦保健所　☎ 029-821-5516
　日時は電話予約時にお知らせします。
◎ひきこもり相談　※予約制
　土浦保健所　☎ 029-821-5516
　日時は電話予約時にお知らせします。
※�その他にもさまざまな相談窓口を開設していま
す。詳細は茨城県ホームページをご覧
ください。
問�健康づくり増進課 ☎ 029-898-2312

茨城県警察官を募集します。
受験資格
❶男性Ａ・女性Ａ (大卒程度 )
�昭和63年４月２日以降に生まれた方で、大学(短
期大学を除く )を卒業した方、もしくは令和 4年
３月 31日までに卒業見込みの方、またはこれと
同等と認める方。
❷男性Ｂ・女性Ｂ (Ａ区分以外 )
�昭和 63年４月２日から平成 15年４月１日までに
生まれた方で、Ａ区分の受験資格に該当しない方。
申込期限：４月 9日金午後 5時
試 験 日：５月 9日日（一次試験 )
※詳細はお問い合わせください。
問�土浦警察署 ☎ 029-821-0110

茨城県警察官募集
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警 察 H P
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スギやヒノキなど造林用苗木のあっせんをしてい
ます。種類や価格などはお問い合わせください。
申込期間：３月 19日金
※ 25本単位での受け付けとなります。
問�農林水産課（霞ヶ浦庁舎）

造林用苗木のあっせん
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～健康コラム～ ～新型コロナウイルス情報～

新型コロナウイルス感染症情報

生活支援情報
ホームページ

事業支援情報
ホームページ

近年、地震や台風などの自然災害が多発して
おり、いつ何が起きてもおかしくない状況です。
　普段から体調を崩さないように規則正しい生
活を送り、自己管理をすることが大切です。
特に持病がある方は、災害発生時に病気の症
状で注意する点、薬の取り扱いや注意事項（服薬
しないと命にかかわる薬など）について、かかり
つけ医に確認し、書き留めておきま
しょう。日常飲んでいる薬は、非常
用として１週間分くらい余分にある
と安心です。

≪いざというとき、慌てないために≫　　
◎�月１回は、備品や災害発生時の行
動を確認しましょう。
◎�年に１回は、非常持ち出し品を持っ
て避難場所まで歩いてみましょう。
◎�マスクや消毒液（感染対策）は多め
に用意し、体温計（体調管理）も用
意しておきましょう。
◎�避難所の密集を避けるため、分散避難をお願
いします。自宅が安全な場合は、「在宅避難」
を、自宅が危険な場合は、「親戚や友人の家」
に避難してください。風邪のような症状・倦
怠感などある場合は、「かすみがうらウエルネ
スプラザ」に避難しましょう。
≪災害体験者のお話≫
○�毎年 3月 11 日に、備えておいた備蓄食料品
を使ったパーティを開いて、1年間何事もな
く過ごすことができた喜びを分かち合い、ま
た次の１年の備えをする。
○�非常持ち出し袋に入れておいた、開けると匂
いが出る缶詰などの食料品を、食
料の配給もまだない状態の避難所
で一人だけ食べることはできな
かった。
～難病患者のための防災ガイドブック～　　　
　茨城県版より
※�備蓄には、食料や飲料水などの防災用品を日
ごろからある程度ストックしておき、賞味期
限や消費期限が近いものから消費して買い足
す方法（ローリングストック）があります。
※�支援が開始されるまでの 3日間程度は、誰も
が「自分の身は自分で守る」必要があります。
問�健康づくり増進課�☎ 029-898-2312

健康管理と災害時の備え

【子育て世帯を支援】
▶新生児特別定額給付金
��　子どもを出産し育児に取り組む子育て世帯に対
して、経済的な負担軽減を図るため、1人につき、
10万円を支給します。
対象者：�令和 2年 4月 28日～�

令和 3年 4月 1日生まれの方
問�健康づくり増進課☎029-898-2312

【高齢者などを支援】
▶ PCR検査費用の一部助成（電話予約）
��　重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方
が検査を希望する場合、費用の一部を助成します。

問�健康づくり増進課☎ 029-898-2312
【感染症予防対策】
▶非接触検温検知器の設置
　�　市民の皆さんが安心して市役所にお越しいただ
けるよう、非接触検温検知器を設置し
ました。カメラの前に立つと数秒で測
定し、モニターに表示されます。
　赤色：37.5 度以上 緑色：37.5 度未満
問�健康づくり増進課☎ 029-898-2312
▶いばらきアマビエちゃんの登録
　�　ガイドラインに沿って感染防止に取り組んでい
る事業者を応援すると共に、陽性者が発生した場
合に、その陽性者と接触した可能性がある方に注
意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図
ります。登録で感染拡大の防止にご協力ください。
　�　また、アプリもリリースされ、アプリからカメ
ラ撮影するだけで簡単に利用者登録ができます。
より便利に使うことができる
ようになりましたので、ぜひ
ご利用ください。
▶発熱などの症状がある方
�　かかりつけ医などの医療機関に電話連絡の上、
受診してください。かかりつけ医がいない場合は、
受診・相談センターにご相談ください。
茨城県庁 ���☎ 029-301-3200
　土浦保健所 ☎ 029-821-5342（平日）

検査日 予約受付期間
3月 15日🈷 3月　8日🈷～3月12日金
3月 22日🈷 3月 15日🈷～3月19日金
3月 29日🈷 3月 22日🈷～3月26日金
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