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認証基準に
適合して
いる場合

申請

県

県

認証

調査員の現地確認を
受ける

認証基準を確認、感染
防止対策に取り組む

認証ステッカー(仮)
を受け取る

オンラインまたは郵
送などで申請

詳しくは
こちら

◆これらの症状の大部分は､接種後数日以内に回復する
◆1回目より2回目の方が､頻度が高くなる症状もある
気になる症状が現れた場合は､接種を受けた医療機関や
かかりつけ医にご相談ください
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　  栃木県障害者スポーツ大会参加選手募集
●9/26（日）午前8時30分～午後3時●栃
木県総合運動公園（宇都宮市）ほか4無料
●申込期間：5/12（水）～6/3（木）●対象、応
募方法などはお住まいの市町の障害福祉
担当課または所属する学校・施設等へ問
い合わせを
9栃木県障害者スポーツ協会
☎028-624-2761C028-624-2761

　  全国戦没者追悼式参列者募集
●8/15（日）●日本武道館（東京都千代田
区）●対象：戦没者の遺族（配偶者・子・兄
弟姉妹等）で団体行動ができる方※ただ
し過去3年以内に参列経験のある方は参
加できません210名（選考）●申込期間：
5/6（木）～6/4（金） 
9県高齢対策課☎028-623-3054

　  「平和を､仕事にする｡」自衛官採用試験
●6/5（土）●募集種目：自衛官候補生（男
子・女子）●応募資格：18歳以上33歳未満
の方D5/26（水）
9自衛隊栃木地方協力本部
☎028-634-3385

FG 　  男女共同参画セミナー県民講座
●5/15（土）午後1時30分～3時30分●オ
ンライン講座●テーマ：かあちゃん､南極
で調理隊員になる～極限世界での1年4カ
月～280名（先着）4無料（通信費等は自
己負担）D5/7（金）
9とちぎ男女共同参画センター☎028-665-8323

　  点訳奉仕員養成講座（初級コース・全14回）
［下野市会場FGE］●6/1～8/31の火曜
午後1時～4時●下野市保健福祉センター
［宇都宮市会場FGE］●6/3～9/9の木曜
午前9時15分～午後0時15分●とちぎ福
祉プラザ
※いずれも26名（先着）4500円●申込期
間：5/6（木）～20（木）
9栃木県視覚障害者福祉協会☎028-625-4990

　  朗読奉仕員養成講座（全10回）
◎初級コース
［宇都宮市会場FGE］●6/7～8/23の月
曜午前9時15分～午後0時15分●とちぎ
福祉プラザ
［矢板市会場FG］●6/11～9/17の金曜
午前9時30分～午後0時30分●矢板市き
ずな館

［栃木市会場FGE］●6/14～8/30の月曜
午前9時30分～午後0時30分●栃木市保
健福祉センター
◎中級コース
［上三川町会場FGE］●6/2～9/1の水曜
午後1時～4時●上三川いきいきプラザ●対
象：初級コース修了者
※いずれも2各6名（先着）4無料●申込
期間：5/6（木）～20（木）
9栃木県視覚障害者福祉協会☎028-625-4990

　  アジサイ展
●5/7（金）～30（日）●全国から集めたご
当地アジサイが
勢揃いします
4大人410円､子
ども200円
9とちぎ花センター（栃木市）☎0282-55-5775

　  県民の森 森の集いイベント情報
◎ツリークライミングin県民の森
●5/29（土）①午前9時30分～②午前11時
45分～③午後1時45分～※いずれも26名
（先着）41,500円D5/14（金）
◎苔玉づくり体験
●6/5（土）午前9時45分～正午215名（先

着）4500円●申込期間：5/3（月・祝）～21（金）
9同施設管理事務所（矢板市）☎0287-43-0479

　  やさしい草木染め
●7/10（土）～11（日）1泊2日●藍や紅花な
どを使った草木染めを行います●対象：県
内在住の成人
220名（抽選）
49 , 0 0 0 円
D5/23（日）
9芳賀青年の家（益子町）☎0285-72-2273

　  真夏の祭典！地引網
●7/10（土）～11（日）1泊2日●地引網体験
や砂浜遊び、盆踊りなどを楽しみます●対
象：県内在住の方4年齢により異なる
D5/31（月）
9とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）
☎0291-37-4004
　　 
　  不動産取引法律相談
●5/20（木）午後1時30分～4時●県庁研
修館205研修室●弁護士などによる不動産
取引の法律相談（宅地建物取引業法の範
囲）23件（先着）4無料D5/13（木）
9県住宅課☎028-623-2488
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本県の感染状況は第4波の入り口で攻防を続けて
いる状態であり、目の前に迫った変異株による急速
な感染拡大を未然に食い止める必要があります。気
の緩みが生じやすいゴールデンウィーク。できるだ
け静かに過ごし、感染の連鎖を食い止めましょう。

ワクチンは発症を予防する効果があるため、接種を
お勧めしていますが、強制ではありません。効果と
副反応のリスクの双方を理解した上でご自身の意
思で受けることになります。最新情報を含め、改め
て効果や副反応などをご紹介します。

●緊急事態措置区域およびまん延防止等重点措
置区域の適用を受けた都道府県への不要不急の
移動は避けてください
●都道府県をまたぐ移動は、目的地の感染拡大
の状況を踏まえ、慎重に検討してください
●大人数が集まる飲食･飲酒やパーティーへの
参加は控えてください

飲食店をより安心して利用できるよう、感染防止
対策を実施しているお店を県が認証し、公表する
制度です。運用開始に向けて準備中。

●認証基準は5月上旬公表
●申請受付は5月中旬ごろから開始

飲食店への
感染防止対策認証制度ＳＴＯＰ！感染拡大

県内の接種状況〔4/26時点〕 総接種回数 [1回目] [2回目]

46,688 31,650 15,038全体

45,389 30,351 15,038　[医療従事者]

1,071 1,071 0　[高齢者(65歳以上)]

228 228 0　[高齢者施設等の従事者]

感染観察
感染注意
厳重警戒

まん延防止等重点措置
緊急事態措置

厳重警戒
病床の逼迫具合を示す指標
として｢入院率｣を導入する
など､本県の警戒度基準の
一部見直しを行いました

ひっぱく

新型コロナウイルスワクチン接種

県民の皆さまへ とちまる安心認証

●クラスター発生防止に向けて感染防止対策の
再点検をしてください
●職場関係の大人数での飲食･飲酒は自粛して
ください
●飲食店については感染防止対策の実施状況を
改めて確認してください

事業者の皆さまへ

●明らかな発熱（37.5℃以上）がある方や、重篤な急性疾患にかかっている方
●ワクチンの成分※1に対し、重度の過敏症を起こしたことがある方

●現在、何らかの病気で治療中の方
　心臓病、腎臓病、肝臓病、血液疾患、免疫不全で治療中の方
　血が止まりにくい病気の方や、血をサラサラにする薬※2を飲んでいる方 など
●過去に以下のような症状が出たことがある方
　薬や食品に対する重いアレルギー症状、けいれん（ひきつけ）

ワクチンを受けた人は、受けていない人より
も、新型コロナウイルス感染症※を発症する人
が少ないということが分かっています（発症を
予防する効果は約95％と報告されています）

効果
接種後、以下のような症状が現れる可能性があります

副反応

受けることが
できない方

注意が
必要な方

以下のような症状がまれに現れる可能性があります
●アナフィラキシー　発現頻度 100万回あたり46件
薬や食物が体に入ってから､短時間で起こることのあるアレ
ルギー反応｡じんましんなどの皮膚症状､腹痛や嘔吐などの
消化器症状､息苦しさなどの呼吸器症状が､急に起こる

※1ポリエチレングリコールなどが成分として含まれます。その他の成分や詳細は、厚生労働省
ホームページをご確認ください
※2このワクチンは筋肉内に注射をします。そのため、抗凝固薬（ワーファリン®､プラザキサ®､
イグザレルト®､エリキュース®､リクシアナ®）を内服中の方は、接種後の出血に注意が必要です

●発熱（37.5℃以上） 3.3％ 38.0％
0.9％ 21.2％
92.3％ 90.8％

症状
発現割合

1回目 2回目

●発熱（38℃以上）
●疼痛（痛み）

23.2％ 69.4％●倦怠感
21.2％ 53.6％●頭痛

※掲載内容は4月27日時点の情報です｡

現在の
警戒度
レベル

最新情報
はこちら

発熱の場合の受診方法発熱の場合の受診方法

かかりつけ医等最寄りの医療機関に電話相談①①
②② ①ができない場合は､受診・ワクチン相談セン

ターに電話（☎0570-052-092◆24時間対応）

認証基準

以下に当てはまる方は、かかりつけ医等にワクチンを受けてよいかどうかをご相談ください

ワクチンを受けるに当たってご注意を

※ 新型コロナウイルス感染症※ 新型コロナウイルス感染症
発症すると熱やせきなど風邪によく似た症
状がみられる｡軽症のまま治癒する人も多い
一方､症状が重くなると呼吸困難などの肺炎
の症状が悪化し､死に至る場合もある
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マークの説明 　2定員　4受験・参加料金　D応募・申込締切　9問合せ・申込先　F身障者用駐車場　G身障者用トイレ　Eオストメイト対応トイレ

Information

詳しくは
県HPで！

県のSNSは
こちらお知らせ講座

県政 募集・試験 イベント・催し
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