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この記事は3月30日
現在の情報です。
最新情報はこちら→

きる？
いつ 接 種で

新型コロナワクチンは、当面確保できる量に限りがあるため、国から徐々に
供給されます。今後、接種順位に基づき、接種は順次行われますが、接種のスケ
ジュールなどは、地域の人口の状況等により異なります。接種対象者には接種
時期が近づくと、住民票所在地の市町から接種券等が送付されますので、その
後に接種日時・場所を予約の上、接種を受けることになります。

新型コロナウイルスワクチン
※ワクチン供給量により、スケジュールは変更に
なる可能性があります

接種スケジュール
接種
順位

接種対象者

医療従事者(先行接種)

2月中旬～

2

医療従事者等(優先接種)

3月上旬～

4

新型
コロナ

受付時間 午前9時～午後9時

0120-797-188

受付時間 午前10時～午後4時

県の状況は？

緊急事態措置
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まん延防止等
重点措置

厳重警戒

4月11日
（日）まで
（予定）

県公立学校新規採用教員選考試験
●選考要項等は4/8（木）から県義務教育
課（小・中学校教員）、県高校教育課（高等
学校、特別支援学校教員）
、各教育事務所、
県民プラザ、県東京事務所で配布（県ホー
ムページからダウンロードもできます）
4県義務教育課☎028-623-3386
県高校教育課☎028-623-3396

●1都3県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉

県）への不要不急の移動は避けてください
●歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝
恩会や花見およびこれに類するものについ

試験・募集

イベント・催し

講座

お知らせ

とができます
4とちぎ県民カレッジ事務局（栃木県総
合教育センター内）☎028-665-7206
ひとり親の方のための資格取得講座
●介護職員初任者研修：県内5会場（宇都
宮、真岡、小山、栃木、足利）●医療事務（宇
都宮市在住の方を除く）
：県内2会場（宇都
宮、小山）●開催日等は問い合わせを1無
料（テキスト代等別）3随時※定員になり
次第締切
4栃木県母子家庭等就業・自立支援セン
ター（月曜・祝日は閉館）☎028-665-7801

県職員･小中学校事務職員等採用試験
●1次試験：6/20（日）●採用予定区分：大
卒程度（行政、行政（福祉型）、薬剤師、化
学、農業、畜産、林業、総合土木、建築、電
気、機械、心理、水産、警察行政、小中学校
事務）
、保健師、獣医師、犯罪鑑識技術者
（法医・物理・心理）、少年補導職員●受付
期間：4/23（ 金）～5/14（ 金）●受験案内等
は県ホームページからダウンロードを
4県人事委員会事務局☎028-623-3313

動物愛護指導センターのお知らせ56
◎犬譲渡事前講習会
●4/11
（日）午後1時30分～3時30分34/9
（金）
◎猫譲渡事前講習会
●4/28（水）午後1時30分～3時34/27（火）
※いずれも1無料●同センターから譲渡
を受ける方は受講必須
4同センター（宇都宮市）☎︎028-684-5458
手話通訳者養成講習会（3コース）
●①手話通訳Ⅰ（全36回）②手話通訳Ⅱ
（ 全34回）③ 手 話 通 訳 Ⅲ（ 全12回）●5/8
（土）～R4/3/5（土）期間中（コースにより
異なる）●会場：①～③とちぎ福祉プラザ
567ほか（宇都宮市）
、①②栃木保健福
祉センター567
（栃木市）
、
健康長寿セン
ター56（那須塩原市）
※いずれも●入講試験：5/8
（土）2各30名
1無料
（テキスト代別）34/20（火）
4とちぎ視聴覚障害者情報センター
☎028-627-6889

3 応募・申込締切

要約筆記者養成講習会（全29回）
●5/8（土）～12/18（土）の土曜午後1時～5
1 受験・参加料金

4 問合せ・申込先
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感染注意

感染観察

発生しています。引き続き感染防止対策の徹底にご協力ください

ては自粛をお願いします

Information

※国の警戒度や指標などに合わせ、本県独
自の警戒度レベルの基準を改定しました

県内では3月上旬から感染者数が増加傾向にあり、複数のクラスターも

4県くらし安全安心課☎028-623-3244

県政

0120-761-770
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詳しくは >>

県 H P で！

567

567

県民の森 森の集いイベント情報56
◎親子でチャレンジ！釣った魚を炭火焼き
●4/24（土）午前9時～午後0時30分11組
2,000円34/9（金）
◎春の野鳥観察～さえずり散歩～
●4/25
（日）
午前9時～正午1無料34/9
（金）
◎ミツモチ山ツツジ巡りトレッキング
●5/8
（土）
午前9時～午後3時1無料34/
23（金）
4同施設管理事務所（矢板市）☎0287-43-0479
キッズ体験隊（全3回）
56
●5/8
（土）
、8/21
（土）
、10/2
（土）
●野外炊飯
などの自然体験活動や陶芸などの創作活
動●対象：小学生
（原則3回とも参加）
1各

5身障者用駐車場

6身障者用トイレ

な取組をお願いします
●職場関係の大人
数の会食は控えて
ください

こちら >>

●5/29（土）
～6/27（日）期間中の土日●と
ちぎ福祉プラザ、パルティ
（宇都宮市）
220名
（抽選）12,000円35/14（金）
4栃木盲ろう者友の会「ひばり」事務局
☎080-5459-5896
ヒスイカズラフェスタ
●5/5
（ 水・祝）まで●ご
く限られた熱帯雨林に
しか自生しない珍しい
花が開花します1大人
410円、子ども200円
4とちぎ花センター
（栃
木市）☎0282-55-5775

●感染拡大防止のための適切

県のSNSは

時●とちぎ福祉プラザ 567ほか
（宇都宮
市）
2手書きコース、
パソコンコース各15名
（先着）
1無料
（テキスト代別）
34/10（土）
4とちぎ視聴覚障害者情報センター
☎028-627-6889
盲ろう者向け通訳・介助員
養成基礎講座（全7回）

事業者の皆さま

ワクチン詐欺に関するご相談は以下にご連絡ください

2定員

関する専門的な相談は午前9時～午後9時）

受付時間 24時間
（ただし、ワクチン接種に

国
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県民の皆さま

相 談 「ワクチンが接種できる。後日全額返金するので、お金
事 例 を振り込むように」と保健所を名乗る電話があった

マークの説明>

☎0 5 7 0 - 0 5 2 - 0 9 2

厚生労働省
新型コロナワクチン
コールセンター

県 受診・ワクチン相談センター

詳しくは

メールで個人情報を求めることはありません

とちぎ県民カレッジ受講生募集
●健康やスポーツ、文化、郷土理解など、
県や市町の各施設等で開講されるたくさ
んの講座の中から、自由に選んで学ぶこ

全般的な相談

※接種の方法や場所、予約などについては、各市町のコールセンター（順次開設）へお問い合わせください

ワクチン接種は無料です。また、接種にあたり、電話や

令和3年度とちぎフレッシュメイト募集
●県内外のイベ
ン ト（ 年 間 約50
回）で、とちぎブ
ランド農産物の
イメージアップ
活動を行います
● 応 募 資 格：県
内在住の18～29
歳の方ほか34/
30（金）
4とちぎ農産物マーケティング協会
☎028-616-8787

接種後の副反応等の専門的な相談

回により異なる34/23（金）
4芳賀青年の家（益子町）☎0285-72-2273
なす高原自然の家イベント情報56
◎ウィンディボランティア研修
●5/15
（土）
～16
（日）1泊2日15,000円34/
23（金）
◎ふれあい登山教室in那須連峰
第1弾「那須の名峰！朝日岳登山」
●6/5（土）～6（日）1泊2日1年齢により異
なる34/27（火）
4同施設（那須町）☎0287-76-6240
海浜メロン狩り
56
●5/29
（土）
～30
（日）
34/19
（月）
●6/5
（土）
～6
（日）
34/26
（月）
※いずれも1泊2日1年齢により異なる
4とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）
☎0291-37-4004
春の交通安全県民総ぐるみ運動
●4/6（火）～15（木）●スローガン：マナー
アップ！あなたが主役です●交通ルール
を守り、正しい交通マナーを実践して交
通事故を防止しましょう
4県くらし安全安心課☎028-623-2185
慰霊巡拝のお知らせ
●実施地域：カザフスタン共和国、イルク
ーツク州・ブリヤード共和国、ハバロフス
ク地方・ユダヤ自治州、インドネシア、中
国東北地方（旧満州地区全域）、東部ニュ
ーギニア、北ボルネオ、ビスマーク諸島、
トラック諸島、ミャンマー、フィリピン、
硫黄島●対象：実施地域における戦没者
遺族（原則過去5年以内に政府主催の慰霊
巡拝に参加していない方）
4県高齢対策課☎028-623-3054

7オストメイト対応トイレ

❸

【問合せ】県 感 染 症 対 策 課 ☎028・6２３・３０８ ９

有する方、高齢者施設等の従事者に接種が行われた後に、それ以外
の方への接種が行われます。

新型コロナワクチン詐欺
消費者ホットライン

最新の情報は厚生労働省
のホームページなどをご
確認ください

す。職場や周囲の方に接種を強制することや、接種を受けていない人に
差別的な扱いをすることのないよう、ご理解とご協力をお願いします

ワクチン供給量に限りがあるため、まずは4月12日以降に一部市町
の高齢者から徐々に接種が始まります。高齢者の次に基礎疾患を

ワクチンに便乗した詐欺にご注意を！

接種時期が近づくと、住民票所
在地の市町から「接種券」や「お
知らせ」などが送付されます

接種は強制ではなく、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクを
理解した上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われま

高齢者（令和３年度に65歳以上に達する、 4月12日～（一部市町）
昭和32年4月1日以前に生まれた方)
4月26日～（全市町）
基礎疾患を有する方（高齢者以外）
５月以降
高齢者施設等の従事者
（具体的な時期は未定）
1 〜 4以外の方

ワクチンに
関する相談

5

ワクチンの
有効性・安全性

対象者への通知

無料（全額公費）

接種時期

1
3

接種費用

