64歳から12歳の方への

新型コロナワクチン接種が始まります
問合せ先＝健康推進課保健予防係（☎２８-９２１０）
市では、64歳から12歳の方への新型コロナワクチン接種に向け
接種券（クーポン券）を7月5日㊊から順次発送します。
詳しくは、接種券（クーポン券）に同封の「新型コロナワクチン接種
の手引き」でご確認ください。
なお、新型コロナワクチン接種は予防接種法に基づき実施するもの
です。接種を希望する、希望しないの判断は、本人または保護者の意向
を尊重するものであり、決して、接種を強要するものではありません

予約方法について

❶ 基礎疾患をお持ちの方

（心臓血管系、腎臓、肝臓、血液系、発達障がいなど）

▼集団接種…7月19日㊊午前9時から電話予約を受け付けます

▼医療機関での個別接種…かかりつけの医療機関で受診時に直接予約してください

❷ 一般の方

（❶❸❹❺以外の方）

❺ 接種を希望しない方

で8月15日㊐（必着）までに予約してください
【集団接種会場】

接種券（クーポン券）に同封のはがきで８月31日㊋（必着）までにお知らせください

住所
本町4

※本人からの申し出により、随時、接種可能に変更できます

電話予約

【地域別接種会場】
中学校区

会場

中学校区

会場

本丸

生涯学習センター

七葉

七葉コミュニティセンター

猿橋

猿橋コミュニティセンター

第一

七区公会堂

佐々木

佐々木コミュニティセンター

東

五十公野コミュニティセンター

豊浦

豊浦地区公民館 保健センター

紫雲寺

健康プラザしうんじ

川東

川東コミュニティセンター

加治川

加治川地区体育館

※地域別接種は、観光バスを改装した「新型コロナワクチン接種専用バス」を使用します
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❹ 民間経済団体と事業者が連携して実施する接種を受ける方
商工会議所・各商工会などのホームページでご確認ください

▼地域別接種…接種券（クーポン券）に同封の「地域別接種申込用はがき」

市保健センター

▼市内の中学校1～3年生、市内の県立・私立高校１～３年生、短大などに通学されている方
各学校を通じて、接種に関する意向調査を行いますので回答してください
※「かかりつけ医での接種」
「市が指定する接種会場(医療機関)での接種」
「接種を希望しない」
から選択する内容です
※予約方法などは、接種券（クーポン券）に同封の「新型コロナワクチン接種の手引き」でご確認く
ださい
▼市外の中学校・高校・専門学校・大学などに通学されている方
「かかりつけ医での接種」
「市が指定する接種会場(医療機関)での接種」
「接種を希望しない」か
ら選択してください
※予約方法などは、接種券（クーポン券）に同封の「新型コロナワクチン接種の手引き」でご確認く
ださい
▼平成21年4・５月生まれの小学6年生の方
接種を希望する場合は、市専用コールセンターへ「小学6年生の接種希望」とお伝えください。後
日、市から、医療機関(小児科)での接種日時をお知らせします
※接種の際には、必ず保護者が同伴し、指定された日時で接種を受けてください

※市内約600の企業・事業所・関係団体が登録しています。登録事業者は、市ホームページ、新発田

「新型コロナワクチン接種の手引き」でご確認ください

舟入町3

国は、新型コロナワクチンの12歳以上の児童・生徒への接種について、学校を会場とした集団
接種は推奨せず、かかりつけ医などでの個別接種を基本とする方針を示しました。接種券（クーポン
券）に同封の「新型コロナワクチン接種の手引き」をご確認いただき、接種の有無をお子様と保護者
で判断してください。

▼勤務先での接種を希望しない方…勤務先にその旨を伝え、❷と同じ方法で個別に予約してください

▼医療機関での個別接種…予約方法などは、接種券（クーポン券）に同封の

コモプラザ特設会場

❸ 学生の方

▼勤務先が登録している方…個人での予約は不要です

▼集団接種…7月26日㊊午前9時から電話予約を受け付けます

会場

情 報ピックアッ プ

〇予約専用ダイヤル ☎0570-666426
〇市専用コールセンター
☎20-7771
※ともに土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後4時30分

インターネット予約

❶❷の「集団接種」については、8月2日㊊午
前9時からインターネットでも予約を受け付け
ます。
市ホームページの「新型コロナワクチン接種
予約サイト」に掲載する二次元バーコードから
予約してください。

県外出張などの業務に必要な方には、
「市オリジナルワクチン接種証明書」を7月中旬以降に発行
します。申請方法など、詳しくはお問い合わせください

広報しばた
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情 報ピックアップ
お知らせ

地元の海で夏を満喫！

令和４年４月採用 市職員採用試験【後期】

人事課人事係（ヨリネスしばた5階、〒957-8686 住所記載不要、☎28-9520）
詳しくは、受験案内または市ホームページをご覧くだ

郵送の場合は8月17日㊋（当日消印有効）まで、持

さい。受験案内などは、ヨリネスしばた１階総合案内、人

参の場合は、土・日曜日、祝日を除く8月20日㊎午後5

ロードできます。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能

事課及び各支所にあるほか、市ホームページでダウン

時15分までに、申込書を提出してください
な限り郵送で申し込んでください

試験日＝９月19日㊐

試験会場＝生涯学習センター
※職種によって異なります

事務職

若干名
（※）

障がい者

新発田市海水浴場安全対策協議会（観光振興課内、☎28-9960）

藤塚浜海水浴場は、市内唯一の海水浴場です。

▼発熱、咳、のどの痛みなどの風邪の

きます。また、海は遠浅で監視員が常駐している

などの場合は利用を控えましょう

で楽しい夏を満喫してください。

しょう

症状がある、だるさや息苦しさがある

に休憩できることなどから、気軽に遊ぶことがで

▼他の利用者と一定の間隔をとりま
▼手洗いをこまめに行い、帰宅前には

シャワーを浴びましょう

7月16日㊎の海開き安全祈願祭は神事のみ

受験資格
平成14年4月2日～平成16年4月1日に生まれ、最終学歴が高等学校卒業(見込み
含む)の方
昭和46年4月2日～平成16年4月1日に生まれ、身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方

土木技師

2人程度

平成3年4月2日～平成16年4月1日に生まれ、高等学校以上を卒業(見込み含む)
の方
（土木専門科目履修の要件あり）

建築技師

2人程度

昭和61年4月2日～平成16年4月1日に生まれ、高等学校以上を卒業(見込み含む)
の方
（建築専門科目履修の要件あり）

維持管理技士

1人程度

昭和61年4月2日～平成16年4月1日に生まれ、高等学校以上を卒業(見込み含む)
の方
（中型自動車運転免許、大型特殊自動車運転免許、車両系建設機械運転技能
講習
（整地など）
修了の要件あり）

新型コロナウイルス
対策は万全に！

駐車場が広いことや、海から浜茶屋が近く、すぐ

開設期間＝7月17日㊏～8月22日㊐

採用人数

高校卒業程度

藤塚浜海水浴場を開設します
ため安全に楽しめます。ルールを守って、藤塚浜

試験内容＝１次試験（筆記試験、適性検査、面接など）
職種・区分

情 報ピックアッ プ

対象者
日時
場所・会場
内容
講師
料金
定員
持ち物
その他
申込方法・期間など
問合せ先
申込み先・問合せ先 ■料金の記載のないものは無料 ■申込みの記載のないものは申込み不要

行います

注意事項を守って安全に海水浴を楽しみましょう！
準備運動は
念入りに

海が荒れているときは
泳がない

お酒を飲んだら
泳がない

準備運動を怠ると、
海中でけいれんなどを
起こして溺れる危険性
があります。海に入る
前に、ストレッチをしま
しょう。

波が高いとき
や流れの速いと
きは危険ですの
で 、絶 対 に 泳 が
な い ようにしま
しょう。

判断力や運動能力
の低下により、事故に
つながる危険性が高
いので、アルコール類
を飲んだら泳がない
ようにしましょう。

体調不良のときは泳がない

遊泳区域外では泳がない

子どもから絶対に目を
離さない

※前期試験で実施した事務職の大学卒業程度・短大卒業程度、社会人経験者区分を合わせて10人程度です

お知らせ

波や潮の流れがある海での遊泳は、
体にかなりの負担がかかります。特
に、過労や睡眠不足のときは泳がない
ようにしましょう。

新発田出身アーティストセレクション vol.11
うたびと・ジョイントコンサート

遊 泳 区 域 以 外 の 場 所は 、急に深く
なったり潮の流れが速かったりして危
険です。ロープが張られた内側の遊泳
区域内で泳ぐようにしましょう。

SAS公演実行委員会事務局（エフエムしばた内、☎23-8800）、市民文化会館（☎26-1576）
当市出身のアーティストが奏でる、多彩なジャンルの音楽をお楽しみください。
7月25日㊐午後1時～4時30分（午後0時30分開場）

離岸流に注意！

市民文化会館

出演者＝ゆあさみちる、桑名シオン、

れいどり

玲鳥、すきにぃ＆ちゃぴぃ

離岸流とは、波で打ち寄せられた海水が
沖へ戻る早い流れです。

1000円（全席自由、中学生以下

は無料）

離岸流はどこの海でも発生する可能性があり、速さは秒速

チケット販売所＝エフエムしばた（生

２mになるところもあるため、オリンピック選手でも逆らって

涯学習センター内）、喫茶「紫音」
（市

泳ぐことは難しいと言われます。巻き込まれないためには、上

民文化会館内）、市観光情報センター

記の注意事項を守ることが大切です。また、万が一、離岸流に

（イクネスしばたMINTO館内）、健康

巻き込まれた際に備え、脱出方法を確認しておきましょう。

長寿アクティブ交流センターきやり館

▲桑名シオン
▲ゆあさみちる
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保護者が目を離した隙に、
子どもが波にさらわれたり
溺れたりする事故が多発
しています。
絶対に子どもから
目を離さないよう
にしましょう。

れいどり

▲玲鳥

【離岸流からの脱出方法】
❶ 砂浜と平行に泳いで離岸流から脱出する

❷ 脱出できたら砂浜に向かって泳ぐ

《ポイント》・離岸流から脱出するまで砂浜に向かって泳がない ・泳ぎに自信がない場合は、浮くことに専念する
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